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StarTeam Server
このセクションでは、StarTeam Server の使用について説明します。

このセクションの内容

入門

ソフトウェア変更管理に関する基本概念を説明します。

概念

ここでは、概念について説明します。

手順

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

参照

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

ソフトウェア変更管理に関する基本概念を説明します。

このセクションの内容

はじめに

このセクションでは、StarTeam に関する入門的情報を提供します。

StarTeam 2009 における新機能

このセクションでは、本リリースにおける「新機能」に関する情報を提供します。

ヘルプの使い方

このセクションでは、StarTeam ヘルプ システムについて説明します。

StarTeam の配置ガイドライン

このセクションでは、StarTeam に関するハードウェア配置の高レベル オプションについて説明します。

サーバー管理

サーバー管理に関する概念を説明します。

UI ツアー

StarTeam のユーザー インターフェイスに関する概念を説明します。
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はじめに
このセクションでは、StarTeam に関する入門的情報を提供します。

このセクションの内容

StarTeam のインストール

StarTeam のインストール手順を説明している PDF ファイルへのリンクです。

ライセンスの概要

StarTeam でのライセンス オプションについて説明します。

ソース管理について

高レベルでのソース管理について説明します。

StarTeam 製品概要

StarTeam を構成する製品について説明します。

StarTeam の標準アーキテクチャの概要

StarTeam の標準アーキテクチャの概要について説明します。

StarTeamMPX コンポーネント

StarTeamMPX のコンポーネントについて説明します。
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StarTeam のインストール
StarTeam 製品のインストール手順は、『StarTeam インストールガイド』を参照してください。 ドキュメントを参照するには、
スタート    プログラム    Borland StarTeam    StarTeam Cross-Platform Client 2009    ドキュメント    インストール、ま
たは、スタート    プログラム    Borland StarTeam    StarTeam Server 2009    ドキュメント    インストール を選択しま
す。
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ライセンスの概要
ここでは、StarTeam のライセンス、すなわち、ご購入いただくライセンス パッケージと、StarTeam に何人のユーザーがアク
セスするかを決定する各種のライセンスについて説明します。

ライセンス パッケージ

StarTeam Server は、Enterprise、または Enterprise Advantage の各サーバーとして実行でき、それぞれ実行可能な機能
が異なります。 サーバー上でクライアントがアクセスできる機能は、ご購入いただくライセンス パッケージによって決まりま
す。

♦ Enterprise は、タスク コンポーネント、各種コンポーネントのプロパティをカスタマイズする機能、および Web Client な
どの基本機能をすべて備えています。

♦ Enterprise Advantage は Enterprise のすべての機能に加えて、要件コンポーネント、StarTeamMPX、および代替プロ
パティ エディタを備えています。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することができます。

♦ 評価ライセンスは、サーバーのインストール時に自動的にインストールされ、有効になります。 このライセンスでは、
Enterprise Advantage ライセンスの使用で得られる機能を提供しますが、一定の日数がたつと期限切れとなります。

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、クライアントでは要件タブが表示されなくなります。

指名ユーザー ライセンス、同時使用ライセンス、Borland ライセンス

ライセンスは StarTeam Server にアクセスできるユーザー数も決定します。 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お持ちの場合、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インを再試行できます。 Cross-Platform Client と Web
Client は、ライセンスを別個に消費する点に注意してください。

サーバーを初めて登録する際には、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（つまり、Enterprise または Enterprise Advantage）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、複数追加することができます。 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。 これをスタッカブ
ル ライセンスと呼びます。

必要に応じていくらでもユーザーを追加またはインポートすることができますが、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にのみ付与されま
す。 StarTeam の指名ユーザー 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（サーバー管理ウィンドウ
にあります）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。
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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] ダイアログでユーザーを正しい slip に割り当てる必要があります。 追加のステータス「未割り当て」を slip
の代わりに使用できます。

StarTeam Server の Administrator には、削除できない指名ユーザー ライセンスが自動的に割り当てられます。 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 ライセンス管理の利用

StarTeam Server のライセンス登録は、次の 2 つのどちらかの方法で行うことができます。

♦ StarTeam ライセンス登録（製品内で行う）、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、BLS および FlexLM）

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、ボーランド ライセンス サーバー ライセンス登録、または、FlexLM
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 \licenses 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 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。

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、複数追加することができま
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。 これをスタッカブル ライセンスと呼びます。

関連概念

StarTeam 製品概要

関連手順

StarTeam Server のライセンス登録
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ソース管理について
このトピックは、ソース制御に関する基本的な情報と、リポジトリなど、高レベルでのソース管理について説明します。

ソース管理の基本

各ソース管理システムは、1 つ以上の集中リポジトリと多数のクライアントで構成されます。 リポジトリとは、定義する各プ
ロジェクトの実際のデータ ファイルに加えて、プロジェクトの構造も格納するデータベースです。

ほとんどのソース管理システムは論理プロジェクトの概念を採用しています。そのプロジェクトの内部で、ファイルは通常、1
つ以上のツリー ディレクトリ構造に格納されます。 ソース管理システムのプロジェクトには、他のドキュメントや成果物に加
えて、1 つ以上の IDE ベースのプロジェクトが含まれる場合があります。 システムは、独自のユーザー認証を強制もします
が、多くの場合、基盤となるオペレーティング システムが提供する認証を利用します。 そうすることにより、ソース管理シス
テムは監査の手掛かりや各ファイルに対する更新のスナップショットを維持することができます。 差分だけを保存すること
により、ソース管理システムは必要とする保存要領を最小限にして、すべての変更を追跡することができます。 ファイルの
完全なコピーを見たい場合は、システムが差分とのマージを行い、1 本化したビューで表示します。 物理的レベルでは、更
新を永続的にマージする準備ができ、コミット動作を実行できるようになるまでは、これらの差分は別のファイルに保存され
ます。

この方式では、共有される複数のプロジェクトに対して、個々のチーム メンバのコード変更によって他のメンバのコードを上
書きする危険を犯すことなく、複数のチーム メンバが同時にコーディング作業を進めることができます。 ソース管理システ
ムは、その最も基本的な形態では、コードの競合や古いソースの紛失を生じることのないようにします。 ほとんどのソース
管理システムは、チェックインとチェックアウトの機能、競合の統合、およびレポート機能を備えたコード ファイルを管理する
ツールを提供します。 ほとんどのシステムには、論理的競合の統合やビルド管理機能はありません。

一般に、ソース管理システムでは、ソース コード ファイル、HTML ドキュメント、および XML ドキュメントなど、テキスト ベー
スのファイルのリビジョンの比較とマージを行うのみです。 StarTeam は、画像やコンパイル済みコードなどのバイナリ ファ
イルを、制御下に置くプロジェクト内に保存します。 しかし、バイナリ ファイルのリビジョンの比較やマージはできません。 こ
うした種類のファイルの特定のリビジョンの保存や検索以上のことを必要とする場合、そのようなファイルに対する変更を追
跡するための手作業のシステムの作成を考える場合もあるでしょう。

リポジトリの基本

ソース管理システムは、ソースファイルのコピーと差分ファイルをある形式のデータベース リポジトリに保存します。 CVS
や VSS など、システムによっては、リポジトリは、一組のフラット ファイルとコントロール ファイルで構成される論理構造で
す。 その他 StarTeam などのシステムでは、リポジトリは、MS SQL Server や Oracle など、特定のデータベース管理シス
テム（DBMS）のインスタンスです。

リポジトリは通常、リモート サーバー上に格納されます。これにより、複数のユーザーが同時にリポジトリに接続して、ファ
イルのチェックアウトとチェックインやその他の管理タスクを実行できます。

StarTeam では、サーバー構成を作成して、StarTeam プロジェクトのリポジトリを識別します。 プロジェクトが作成されると、
サーバー構成は、その構成が所有するプロジェクトセットを取得します。 StarTeam Server で実行できるサーバー構成の数
に制限はありません。 各サーバー構成は、データベースを使用する必要があるので、サーバーとの接続だけでなく、デー
タベース インスタンスとの接続も確立できることを確認する必要があります。

関連概念

StarTeam 製品概要

サーバー構成の概要
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StarTeam 製品概要
ここでは、StarTeam を構成する製品について説明します。 各製品については、以下のセクションで説明します。

後述のセクションでの製品の説明には、特定のライセンス パッケージにその製品が含まれているかどうかを示します。
StarTeam は、次の 2 つのライセンス パッケージで利用できます。

♦ Enterprise： StarTeam Enterprise は、StarTeam Server、StarTeamMPX（Event Transmitter および Message
Broker）、Cross-Platform Client、Web Client、LDAP Quick Start Manager および SDK など基本的な機能セットを提
供します。 要件コンポーネントは、このライセンスでは使用できませんが、カスタム フィールドへのアクセスは可能で
す。

♦ Enterprise Advantage： 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（Cache Agent および File Transmitter）、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することができます。StarTeam Datamart
の購入が可能です。

StarTeam 製品群

StarTeam 製品ファミリには、StarTeam Server、Cross-Platform Client、Web Client、StarTeamMPX、StarTeam
Extensions、クライアントおよびサーバーで使用するツールとユーティリティ（Borland Search、Borland LDAP QuickStart
Manager、ファイル比較/マージ、および StarTeam Datamart など）、およびサードパーティ製品との各種インテグレーション
（Microsoft Visual Studio、Microsoft Project および Microsoft SCC Integration とのインテグレーションなど）があります。
各製品については、以下のセクションで詳しく説明します。

StarTeam Server とクライアント ワークステーションを接続して、リポジトリの維持管理、ファイルの変更の格納、およびプロ
ジェクト データへのユーザー アクセスの許可を行います。
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StarTeam Server

Windows および Linux で使用できます。

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。 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。 StarTeam Server によって管理される
データには、Cross-Platform Client や Web Client などのさまざまなクライアントを使用してアクセスできます。 各クライアン
トには、選択したサーバー構成（StarTeam Server のインスタンス）にアクセスするためのユーザー名と適切なアクセス権が
必要です。

StarTeam クライアントは、普段から使い慣れたアプリケーションを使用してサーバーにアクセスすることもできます。 たとえ
ば、Web Client を使用すると、Internet Explorer からサーバーにアクセスできます。 StarTeam IDE インテグレーションを使
用する場合、Microsoft Visual Studio などの IDE アプリケーションや Eclipse などのプラットフォームから StarTeam Server
にアクセスできます。

StarTeam Server には、ローカルおよびリモートの両方から、インターネット、イントラネット、WAN などのさまざまな経路で
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
も安全に作業できます。 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、チーム メンバのワークステーション上に StarTeam クライアントをインストールします。

StarTeamMPX

Enterprise ライセンスで使用可能： Event Transmitter および Message Broker

Enterprise Advantage ライセンスで使用可能： StarTeamMPX Enterprise ライセンス機能のすべてと File Transmitter およ
び Cache Agent

この製品は、StarTeam Server に対する追加であり、別途インストールする必要があります。 高度なキャッシング技術とパ
ブリッシュ/サブスクライブ コミュニケーション技術を利用して、StarTeam クライアントのパフォーマンスを向上させ、StarTeam
Server のスケーラビリティを拡張します。 Linux 版の StarTeamMPX もあります。

StarTeam Workflow Extensions

Enterprise Advantage ライセンスで使用できます。

StarTeam Workflow Extensions では、変更要求やタスクなどの StarTeam コンポーネントのカスタム ワークフローを作成で
きます。 代替プロパティ エディタ（APE）の Workflow Designer と Notification Agent を使用して、組み込みワークフローをカ
スタマイズできます。

代替プロパティ エディタ（APE） APE は、アプリケーションの各コンポーネント（ファイル、変更要求など）に付属の標準プ
ロパティ ダイアログを置き換える Java で記述されたフォームです。

Workflow Designer StarTeam には、独自の組み込みワークフローがあります。 ユーザーが独自のカスタ
ム ワークフローを使用したい場合は、Workflow Designer を使用して開発できます。

Workflow Designer は、ワークフロー内の手順を形式化し、ワークフローの各ステップ
で、または、例外などについて、誰に通知するかを指定する item_type.Workflow.xml フ
ァイルを出力します。 各 *.Workflow.xml ファイルをプロジェクト全体に、またはプロジェ
クト内の個々のビューに対して使用できます。 StarTeam Extensions ワークフロー エン
ジンと Notification Agent は、Workflow Designer が生成した *.Workflow.xml ファイルか
ら読み込みます。

Notification Agent Notification Agent は、サーバー構成を監視して、保留中の作業やワークフロー プロセ
スで発生する例外について通知する必要のあるユーザーを判断します。

Cross-Platform Client

どちらのライセンスでも使用できます。
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2001 年に導入された当初は、Cross-Platform Client は、互換性のある JRE や JDK を使用できるオペレーティング システ
ムをサポートする純粋な Java クライアントでした。 そのため、Cross-Platform Client は Windows、Solaris および Linux オ
ペレーティング システムで使用できました。 StarTeam リリースでは、Cross-Platform Client に対して数多くの品質の改良
が加えられました。

StarTeam Edition for Eclipse

どちらのライセンスでも使用できます。

StarTeam Edition for Eclipse により、StarTeam Server 上のプロジェクトと Eclipse ワークスペース内のプロジェクトを共有
できますが、バージョン管理プラグインというだけではありません。 この統合により、要件、タスク、および変更応急を提供
するカスタマイズ可能なソリューションをプロジェクト チームに提供します。

StarTeam Visual Studio Integration

StarTeam Visual Studio Integration は、Visual Studio 開発環境に緊密に統合された StarTeam ソフトウェア構成管理機能
を提供します。 この統合を使用することにより、StarTeam のバージョン管理、変更要求、トピック、タスク、および要件とい
ったコンポーネント資産を使用しながら、同時に Visual Studio 環境でのアプリケーション開発が可能になります。 このイン
テグレーションにより、StarTeam メイン メニュー コマンド、コンテキスト メニュー コマンド、および埋め込み StarTeam クラ
イアント（フル機能の Cross-Platform Client とほとんど同じ外観）が Visual Studio 開発環境に持ち込まれます。

StarTeam Web Client

新しい StarTeam Web Client は、多数の同時ユーザーが 1 つまたは複数の StarTeam Server に接続して、プロジェクトに
アクセスしたりアイテムを管理したりするのに使用する、直感的な Web ベースのインターフェイスです。 Web Client（初期リ
リース）には、StarTeam の変更要求、要件、タスク、およびトピックの表示、作成、編集を行うユーザーのニーズに応えられ
るように設計された、一連の基本機能が用意されています。ファイルの閲覧や、ファイル操作（一部）も利用できます。 ファ
イルの閲覧や、ファイル操作（一部）も利用できます。

注: Web Client を使用するには、StarTeam のユーザー ライセンスが必要です。

StarTeam SCC Integration

どちらのライセンスでも使用できます。

StarTeam SCC Integration は、Microsoft Source Code Control（SCC）Application Programming Interface（API）を使用する
アプリケーションと一緒に動作します。 この API は元々、アプリケーションを Microsoft Visual SourceSafe と連携させること
を目的として Microsoft が設計したものであり、この API を通じて StarTeam を SCC プロバイダとして使用することにより、
チェックインやチェックアウトなどのバージョン管理操作を実行できます。

StarTeam Synchronizer for Mercury TestDirector for Quality Center

この製品は、どちらのライセンスでも使用できます。

StarTeam Synchronizer for Mercury TestDirector for Quality Center は、Quality Center と StarTeam Server が使用する
データベースで同じデータがあるようにすることができます。 同期の目的は、障害が Quality Center または StarTeam の
どちらから処理されても、障害に関する最新情報にアクセスできるようにすることです。 Quality Center は、障害を追加する
ために使用し、StarTeam は、それらの障害が解決したことを示すために使用します。また、その逆もあります。 チーム メン
バは、最後にどこで障害が処理されたかを気にする必要はありません。 データベースが頻繁に同期されていれば、いつで
も最新のデータにアクセスできます。
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StarTeam Version-Control Add-in for Mercury TestDirector for Quality Center

どちらのライセンスでも使用できます。

TheStarTeam Version-Control Add-in for Mercury TestDirector for Quality Center を利用すると、Quality Center のテス
ト計画の現在および以前のバージョンを StarTeam リポジトリのバージョン管理下に置くことができます。 Windows 版と Linux
版両方の StarTeam Server をサポートします。

StarTeam Microsoft Project Integration

どちらのライセンスでも使用できます。

StarTeam Microsoft Project Integration と Microsoft Project を相互運用すると、プロジェクト プランナとチーム メンバの両
方にとって仕事がやりやすくなります。 プロジェクト プランナは、チーム メンバが実行しなければならないタスクを Microsoft
Project を使用してリストアップできます。 各チーム メンバは、そのタスクが StarTeam にエクスポートされたら、その後は
他のチーム メンバと個別に連絡を取るのではなく StarTeam を利用して、完了した作業に関する情報を収集できるようにな
ります。

Borland Search

Enterprise Advantage ライセンスで使用できます。

Borland Search を利用すると、複数のサーバーとプロジェクトにまたがる、その場限りのクエリを実行できます。 クエリ結果
には、Borland Search にログインしたユーザーのアクセス権が反映されます。これによって、セキュリティを維持しながら組
織内で情報を共有できます。

Borland LDAP QuickStart Manager

どちらのライセンスでも使用できます。

Borland LDAP QuickStart Manager は、ユーザー情報をディレクトリ サービスまたは LDIF ファイルから、CaliberRM や
StarTeam Server へインポートできるユーティリティです。 インポートされたユーザー情報は、それぞれのサーバーにユー
ザー プロパティとして保存されます。

StarTeam Layout Designer

Cross-Platform Client と Web Client クライアント、どちらのライセンスでも使用できます。

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することができます。 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、
あるいは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することができます。

StarTeam Toolbar Utility

StarTeam Toolbar Utility（Toolbar）は、StarTeam 製品と CaliberRM 製品のコンポーネントです。StarTeam Toolbar は、複
数のサーバーへのログオンを簡単にし、さらにそこから異なる複数のプログラムを起動できるように設計されたユーティリテ
ィです。 このツールバーは、StarTeam や CaliberRM の各サーバーのログオンに使われたユーザー名とパスワードを自動
的にキャッシュし、ログオン情報を入力しなければならない回数を減らします。 Toolbar には、ワークステーション上にイン
ストールされている StarTeam 製品と CaliberRM 製品のツールへのショートカットが当初から組み込まれます。 Toolbar
は Windows 標準のプログラム ショートカット機能を利用するので、他のあらゆるプログラムをツールとして簡単に追加でき
ます。
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StarTeam Datamart

Enterprise Advantage ライセンスで使用できます。 Enterprise ライセンスで、別途購入が可能です。

StarTeam Datamart は、StarTeam Server を補完する製品です。 StarTeam Datamart は、StarTeam SDK を使用して
StarTeam Server と通信し、レポート データベースを作成します。このレポート データベースは、Crystal Reports や Business
Objects など広く普及しているサードパーティ製のレポート アプリケーションから利用できます（StarTeam Datamart には、
レポート アプリケーションは含まれていません）。 StarTeam Datamart は、StarTeam Server からデータを抽出し、そのデ
ータを、レポート ツールからアクセス可能なリレーショナル データベースに保存します。 StarTeam Datamart を利用する
と、すべてのプロジェクト、各プロジェクト内のすべてのビュー、各ビュー内のすべてのフォルダ、各フォルダ内のすべてのア
イテム、そして、各アイテムのラベル、リンクおよび履歴から情報を抽出できます。 特定のプロジェクトに対するデータを厳
密に抽出して表示するか、特定のテーブルの抽出のみを行うことができます。

StarTeam Import/Export Manager

どちらのライセンスでも使用できます。

StarTeam Import/Export Manager は、一時的に必要な場合に、ある StarTeam Server から他の StarTeam Server へ、プ
ロジェクトをコピーできるユーティリティ セットです。

ファイル比較/マージ

ファイル比較/マージは、Cross-Platform Client に付属するグラフィカルな比較/マージ ツールです。 このツールにより、フ
ァイルをリポジトリ内のファイルと動的に比較し、手動または自動で 2 つのファイルの内容をマージすることができます。 フ
ァイル比較/マージ ペインでは、構成可能なカラースキームを使ってファイルの差分が強調表示され、強調表示領域には
アクション ボタンが示されて、マージ プロセスを簡単に行えるようになっています。

ビュー比較/マージ

ビュー比較/マージは、Cross-Platform Client で使用可能なビューの比較とマージを行う比較ツールです。 ビュー比較/マ
ージには 2 つのバージョンがあります。

♦ グラフィカル： アイテム別、フォルダ別に、対話形式で比較とマージが行えます。比較するアイテムの選択と、それぞ
れの差分の解決方法を細かく制御することができます。

♦ コマンドライン： バッチ/シェル制御のセッションが可能です。

StarTeam SDK

StarTeam SDK は、以下の機能を提供します。

♦ StarTeam リポジトリへのオープン アクセスによるカスタム ソリューション ビルドとサードパーティ製品との統合

♦ Java API によるアプリケーションの移植性

♦ COM ラッパーによる COM インターフェイス レイヤ経由でのスクリプト言語のサポート

♦ StarTeam COM オブジェクトがサポートする Microsoft .NET Assembly

♦ StarTeamMPX パブリッシュ/サブスクライブ技術のサポート
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関連概念

StarTeam 2009 における新機能

各製品のドキュメントの場所

UI ツアー
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StarTeam の標準アーキテクチャの概要
標準アーキテクチャは、StarTeam インスタンスに存在する最小限のコンポーネントを表すものです。すなわち、データ保管
庫とデータベースを管理する StarTeam Server プロセスと、少なくとも 1 つの StarTeam クライアントです。 これらのコンポ
ーネントだけあれば、StarTeam の基本機能はすべて利用できます。 StarTeam の標準アーキテクチャのコア コンポーネン
トを以下に説明します。

StarTeam では、クライアント/サーバー アーキテクチャを採用しています。 バンドルされている StarTeam クライアントには
たとえば、Cross-Platform Client（CPC）、Server Administrator（サーバー管理ツール）、Command Line Interface（コマンド
ライン インターフェイス）などがあります。 StarTeam クライアントでは、自由に利用できる StarTeam SDK を使用しているた
め、バンドルされているクライアントと同じ機能にアクセスできるカスタム アプリケーションを作成することができます。 この
SDK は Java、.NET、COM の持ち味を生かしつつ十分な機能を有するもので、これにより、任意の環境に合わせてカスタ
ム アプリケーションを作成することができます。 単一の StarTeam クライアントで、任意の数の StarTeam Server インスタ
ンスに対する複数のセッションを持つことができます。

StarTeam クライアントはすべて、TCP/IP を使って StarTeam Server プロセスに接続するため、LAN、WAN、VPN、パブリッ
ク インターネットなど、事実上あらゆる種類のネットワークを使用できます。 StarTeam では Command API という独自のプ
ロトコルを使用していますが、これは圧縮と複数の暗号化レベルをサポートするものです。 Command API は、高いパフォ
ーマンス、自動再接続、低速接続向けの差分チェックアウトなどの重要な機能をサポートするように最適化されています。

StarTeam の単一の配置インスタンスはサーバー構成と呼ばれます（単に 構成と略称されるのが普通です）。 構成の永続
データはデータベースとデータ保管庫から成り、単一の StarTeam Server プロセスによって管理されます。 データベースに
はすべてのメタデータとファイル以外の成果物が格納されるのに対して、データ保管庫にはファイル内容が保存されます。
データベースは Microsoft SQL Server Express（SSE）、完全版の SQL Server、Oracle のいずれでもよく、StarTeam Server
プロセスと同じマシンにも別個のマシンにも配置することができます。 StarTeam のデータベースとデータ保管庫は、サーバ
ーの使用中に動的にバックアップすることができます。 これは、ダウンタイムをできるだけ短縮する必要がある年中無休
（24 x 7）の運用に対応しています。

StarTeam のデータ保管庫は、パフォーマンスとスケーラビリティに影響を及ぼす最重要コンポーネントです。 従来の差分
保存手法とは異なり、StarTeam のデータ保管庫では、スケーラビリティ、パフォーマンス、高可用性、動的拡張性を重視し
て設計された革新的な（特許出願中）アーキテクチャを使用しています。 今日、顧客は最大 1 テラバイトのデータを単一
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の StarTeam データ保管庫に保存しつつありますが、データ保管庫は元々、最大 1 ペタバイト以上のコンテンツを格納でき
るように設計されています。

データ保管庫内では、ファイルはハイブと呼ばれるコンテナに格納されています。 ハイブとは、単一 ディスク ボリューム上
のアーカイブ ファイルとキャッシュ ファイルを格納するフォルダ ツリーです。 既存または新規のディスク ボリュームにハイ
ブを動的に追加できるため、容量は事実上無制限になります。 StarTeam では、使用する領域と内容の重複を最小限に抑
える形で、各ファイル リビジョンを別々のアーカイブに保存します。 驚くべきことに、StarTeam のデータ保管庫で使用され
る領域は、差分保存の場合よりも少ないのです。 ファイルの完全版ではなく差分をクライアントに送る方が経済的な場合に
は、StarTeam は差分ファイルを生成してキャッシュに入れます。 ただし、ほとんどの場合、完全版を送る方が経済的です。
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StarTeamMPX コンポーネント
他のすべてのクライアント/サーバー アーキテクチャと同様に、クライアント数が増えるにつれて、サーバーがボトルネック
になるおそれがあります。 実際に、多くのクライアント/サーバー システムでは、このボトルネックによってスケーラビリティ
が完全に制限されているのです。 それ以外のクライアント/サーバー システムでは、複数のインスタンスを配置しそれらの
間で情報を複製して同期を実現することで、スケーラビリティの確保に取り組んでいます。

StarTeamMPX（以下、MPX と略称）は、クライアント/サーバー システムのスケーラビリティ向上を目的としたユニークなソ
リューションです。 MPX は、メタデータとデータが含まれている更新イベントをクライアントにプッシュするパブリッシュ/サブ
スクライブ型メッセージング フレームワークです。 これは StarTeam の基本機能には必要ないため、オプションとなってい
ます。 ただし、MPX を有効にすると、StarTeam Server のスケーラビリティと StarTeam クライアントの応答性が向上しま
す。

Message Broker

MPX の基本構成では、Message Broker と呼ばれる単一の特別なコンポーネントを追加する必要があります。 Message
Broker の役割を以下の図に示します。

Message Broker は、イベント API を使用して StarTeam Server プロセスから更新情報を受信するメッセージング プロセス
です。 Message Broker は、更新された成果物が格納されている暗号化されたメッセージをブロードキャストします。 StarTeam
クライアント側では、サブジェクトをサブスクライブし、それらに関係のあるメッセージのみを受信します。 StarTeam クライア
ントでは、更新が発生次第それらを受信することで、更新データのポーリングやキャッシュに保存した情報の更新が不要に
なり、StarTeam Server に対するクライアントごとの要求量が大幅に減少します。 これによりサーバーのスケーラビリティが
向上しますが、更新が発生後数秒以内に受信されるため、クライアントの応答性も向上します。
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Cache Agent

Message Broker からブロードキャストされるメッセージは、アクティブ セッションを持つクライアントにとってはメリットがあり
ます。 しかし、MPX には、専用の永続キャッシュを管理する Cache Agent プロセスがファイル向けのオプションとして用意
されています。 Cache Agent は地理的な場所に配置することができ、クライアントは最も近い Cache Agent からファイル内
容を取得できるため、より距離の長い（潜在的により低速な）ネットワーク接続を介してファイル内容を取得しなくてもよくな
ります。 MPX Cache Agent を以下の図に示します。

この例では、StarTeam Server プロセスにネットワーク的に近い場所にルート Cache Agent が配置されています。 ルート
Cache Agent は StarTeam のデータ保管庫に直接アクセスし、データ保管庫からファイルをチェックアウトするための代替
パスをローカル クライアントに提供します。 これにより、StarTeam Server に対する要求が減り、そのスケーラビリティが高
まります。

この例ではまた、リモート Message Broker とリモート Cache Agent がリモート サイトに配置されています。 各更新イベント
は、ブローカ間転送を使っていったんリモート Message Broker に転送され、そこからローカル クライアントにブロードキャス
トされます。 ファイルはリモート Cache Agent にストリーム転送され、そこで暗号化されたプライベート キャッシュに保存さ
れます。 リモート Cache Agent にネットワーク的に近い StarTeam クライアントでは、WAN を介してコンテンツをプルするの
ではなくローカルの高速ネットワークを利用して、いつでもファイルをチェックアウトできます。 これでさらに StarTeam Server
に対する要求が減る一方、リモート クライアントの応答性が向上します。

分散組織向けのその他のオプション

MPX は分散チーム向けのユニークなソリューションとなります。 一元化されたサーバーのメリット（総所有コストの削減、セ
キュリティの向上、管理の簡易化）を活かしつつ、クライアント/サーバー アーキテクチャのパフォーマンスやスケーラビリテ
ィに関する従来の問題を解決します。 MPX は、分散組織にとって以下のような数々のメリットがあります。
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♦ 任意の数の Message Broker を（通常はハブ＆スポーク構成で）互いにつないで、組織のサイズに合わせて規模を拡
大/縮小する "メッセージング クラウド" を形成することができます。 Message Broker の限界値は、ファイル ハンドル
などの利用可能なリソースに基づいて任意の値に設定することができます。

♦ 任意個の Cache Agent をグローバルに分散させることができます。 クライアントは、ネットワーク的に最も近い Cache
Agent を自動的に探して使用するように設定することも、特定の Cache Agent を選択することもできます。

♦ Cache Agent ではプッシュ型キャッシングを使用しています。これは、コンテンツが作成され次第、Cache Agent でブ
ロードキャストされ保存される仕組みです。 これにより、キャッシュが従来の "プルスルー型" キャッシングよりも効果
的になります（従来手法では、最初のリクエストがすべて "キャッシュ ミス" に終わります）。

♦ Cache Agent では、プリチャージング、階層化、リクエスト転送、自動キャッチアップなど、実効性を高める高度な同期
手法が用いられています。
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StarTeam 2009 における新機能
このセクションでは、StarTeam 2009 における新機能の概要を提供します。

このセクションの内容

StarTeam Server 2009 の新機能

StarTeam Server 2009 の新機能と変更点について説明します。

StarTeam 2009 Cross-Platform Client の新機能

StarTeam 2009 Cross-Platform Client における新機能について説明します。

ビュー比較/マージの新機能

ビュー比較/マージと VCMUtility の新機能と変更について説明します。

Borland StarTeam 2009 Web Client

新しい StarTeam 2009 Web Client について説明します。

その他の StarTeam 2009 コンポーネントや製品の新機能

本リリースにおける、その他の StarTeam 製品の新機能
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StarTeam Server 2009 の新機能
StarTeam Server 2009 の新機能は次のとおりです。

オンライン完全削除

StarTeam Server 2009 では、オンライン完全削除が導入されています。

♦ オンライン完全削除では、サーバーの動作中にデータを完全削除でき、メンテナンスのダウンタイムを大幅に削減で
きます。

♦ オンライン完全削除プロセスは、[サーバー管理] ツールの新しい [オンライン完全削除] ビューで開始および停止で
きます。 SDK スクリプトを記述して、オンライン完全削除プロセスを制御し、自動化できます。これにより、完全削除を
指定日時に開始し、停止するようにスケジュールを設定でき、使用率が高いときに、データの完全削除を実行しない
で済みます。

♦ 新しいオンライン完全削除は、従来のオフラインの完全削除より高速です。 オフライン完全削除も StarTeam 2009 で
利用できますが、今後のリリースでは削除される予定です。

♦ オンライン完全削除に関する変更は、複数のリリースにわたって段階的に行われる予定です。 StarTeam 2009 で
は、新たに削除したデータを完全削除できるのは、サーバーを再起動した後だけです。

♦ オンライン完全削除は、サーバーの動作中はいつでも停止および再開できる、対話的なプロセスです。 オンライン完
全削除は、その時点の実行状態を記録し、停止された時点から再開できます。 サーバー起動後は、オンライン完全
削除を手動で再開する必要があります。

♦ ローカル サーバーと同様に、リモート サーバーでもオンライン完全削除を開始および停止できます。

StarTeam 接続コントロール

StarTeam Server 2009 では、新しい app-control.xml ファイルをカスタマイズして、サーバーに接続できる各種のクライア
ント アプリケーションを管理者が細かく設定できます。 この機能により、不要な SDK アプリケーションがサーバーに接続し
なくなり、サーバー リソースの流出を防ぐことができます。

注: これは厳密には管理ツールであり、セキュリティ対策ではありません。

app-control.xml 構成ファイル

サーバーは、StarTeam リポジトリのルート ディレクトリの下の AppControl サブディレクトリにある app-control.xml という
新しい構成ファイルを検索します。 新しい構成を作成すると、StarTeam Server 2009 によって、サーバー インストール ディ
レクトリの下の AppControl ディレクトリにある app-control.xml テンプレート ファイルからこのファイルが作成されます。

app-control.xml 構成ファイル（存在する場合）には、一連のルールが含まれます。 各ルールにより、サーバーが、次の
条件の 1 つまたは複数を満たしているかどうか、受信したクライアント接続をテストします。

♦ StarTeam SDK が特定バージョン以上である。

♦ アプリケーション名、接続ユーザー名、クライアント ワークステーション名のすべて、あるいはいずれかが、指定され
たテキスト パターンに一致する必要がある。

サーバーは、app-control.xml ファイルにあるすべてのルールに対して、それぞれの受信クライアント接続をテストしま
す。これは一致が見つかるまで、またはルール リストが完了するまで続けられます。 一致が見つかった場合は、それ以上
はチェックされず、接続ハンドシェイク シーケンスが再開されます。 一致が見つからなった場合は、接続が拒否されます。
app-control.xml ファイルが AppControl ディレクトリにない場合は、サーバーにより、すべてのサポート クライアント アプ
リケーションの接続が許可されます。
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AllowedApp

AllowedApp：これはメインのルール要素です。 Name 属性が必要で、これはクライアント アプリケーション名のテキスト パタ
ーン（"クライアント識別文字列" など）を指定します。 テキスト パターンには、ワイルドカードとして使用するアスタリスク文
字（*）を使用できます。 Name 属性の他にも、このノードでは、オプションで次の属性を 1 つまたは複数指定できます。

♦ MinimumSDKVersion：クライアント アプリケーションのビルドに使用した StarTeam SDK の最小バージョンを指定しま
す。 このフィールドの形式は nn.nn.nn.nn で、nn は正の値です。 ドット付きの数字をすべて指定する必要はありま
せん。たとえば、MinimumSDKVersion=”10.4” と指定すれば、10.4.x.y 以上（10.5、11.0 など）を指定することに
なります。

♦ WorkStationID：設定する場合、クライアント コンピュータ名に一致するテキスト パターンを指定します。

♦ Name：設定する場合、StarTeam ユーザー名に一致するテキスト パターンを指定します。

オプションのパラメータを設定していない場合、サーバーは対応する接続属性をテストしません。

AppDefault

AppDefault：オプション要素の 1 つです。AllowedApp にリストされたパラメータの 1 つに対するデフォルト値を指定するの
に使用できます。 この要素の構文は AllowedApp と同様です。ただし、Name 属性にはデフォルト値がない点を除きます。
デフォルト値が指定できるのは、MinimumSDKVersion、WorkStationID、および UserName です。

StarTeam Server 2009 の他の機能

StarTeam Server 2009 の他の新機能は次のとおりです。

♦ StarTeam Server（Windows 版）で 64 ビット アーキテクチャがサポートされ、アクセス可能なメモリが増えました。 これ
には Windows Server 2008（64 ビット版）が必要です。

♦ StarTeam Server 2009 では、他のすべての StarTeam 2009 新機能もサポートします。これには、変更パッケージ、
異なるサーバーにある成果物間のリンク（外部リンク）の追跡などが含まれます。

♦ StarTeam Server 2009 では、新規ビューのデフォルトとして、"ファイル" タイプだけが事前選択された新規プロジェク
トが作成されます。 プロジェクトを作成した後に、ユーザーはプロジェクト プロパティを変更できます。任意の新しいビ
ューに含めるアイテム タイプを変更できます。 ただし、ユーザーが変更しない場合は、デフォルトで、作成時に、新し
いビューにはファイルだけが含まれます。 メモ：  この変更は、既存のプロジェクトには影響ありません。 影響がある
のは、新しい StarTeam Server 2009（または StarTeam Server 2009 にアップグレードされた既存のサーバー）で作
成された新しいプロジェクトだけです。プロジェクト プロパティに他のアイテム タイプを追加する場合（ビューを作成し
た後）、親ビューに含まれるアイテムが取り込まれません（ただし新しいビュー作成中は除く）。 ユーザーが以前のア
イテムを新しいビューに導入する場合は、親ビューから再ベースによって取得する必要があります。

♦ StarTeam Server 2009 では、コマンド処理パフォーマンスが向上しています。これはネットワークに対する読み書き処
理を実行するために、サポートされた Windows 32 ビット版と 64 ビット版プラットフォームで、非同期 I/O を使用して
実現しています。 これは非同期 I/O サポートの第 2 フェーズです。 第 1 フェーズは StarTeam Server 2008 R2 で、
書き込み処理だけがサポートされていました。

♦ 新しい StarTeam Web Server では、新しい Web Client のサポートが導入されています。これは、StarTeam 2009 が
最初のリリースです。

♦ その他にサーバーのパフォーマンスを向上するための変更が加えられています。

♦ Linux Server のインストール手順が、 http://techpubs.borland.com/starteam/  にある、メインの『StarTeam 2009 イ
ンストール ガイド』（ST_Install_ja.pdf）に移動されました。

♦ StarTeam Server の [サーバー管理] ツールでは新しい Eclipse Info Center のヘルプを使用します。 「その他の
StarTeam 2009 コンポーネントや製品の新機能」の「ドキュメントの新機能」を参照してください。
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StarTeam 2009 Cross-Platform Client の新機能
ここでは StarTeam 2009 Cross-Platform Client での新機能と変更について説明します。

このリリースの新機能は以降のセクションで詳しく説明します。

♦ 変更パッケージ

♦ 外部リンク

♦ EOL 処理の向上

♦ Cross-Platform Client のその他の変更

変更パッケージ

StarTeam には従来から、組み込みワークフロー、カスタマイズ可能なワークフロー、処理リンク、処理タスク、ビュー比較/
マージ（VCM）など変更管理（CM）をサポートする多くの機能が用意されています。 StarTeam 2009 には包括的な変更パッ
ケージ機能が追加されました。これはユーザーが、変更パッケージ オブジェクトを使用して、1 回のコミットにおけるすべて
の変更を追跡できる機能です。 この新機能の結果として、従来のように VCM でタスクを処理するのではなく、VCM で変更
パッケージを使用します。 変更パッケージとは、StarTeam を機能拡張した、更新を追跡、管理できる変更管理機能です。
変更パッケージは StarTeam 2006 リリースで初めて導入されたビュー比較/マージ（VCM）を発展させたものです。

新しい変更パッケージ機能の詳細については、"ビュー比較/マージの新機能" を参照してください。

外部リンク

新しい外部リンク機能では、異なるサーバーにあるアイテムをリンクする機能（サーバー間のアイテムのリンク）が利用でき
ます。 外部リンクを作成する処理は、基本的に、同一サーバーにあるアイテム間のリンクを作成する処理と同じです。 ただ

し、外部リンクには、通常のリンクではなく外部リンクであることを明示するマーク（  ）が表示されます。外部リンクだけを
表示するか、すべてのリンクを表示するかを選択できる新しいオプションが [リンク] タブに追加されました。

♦ 標準リンクで利用できる操作（リンクの作成、リンクの完了、ドラッグ アンド ドロップなど）が、すべて同様に外部リンク
でも利用できます。 外部リンクを作成するには、リンクするアイテムを含む両方のサーバーのプロジェクトを同時に
Cross-Platform Client で開く必要があります。

♦ [リンク] ペインには、ユーザーがログオンしているすべてのサーバーにある外部リンクを検索する機能もあります。

♦ 外部リンクを作成すると、外部リンクされているアイテムの詳細が [リンク] ペインに URL で表示され、そのアイテム
を見つける方法がわかります。

♦ 外部リンクのオプションは標準リンクのオプションと同じで、リンクのプロパティを表示する機能などがあります。 ただ
し、変動外部リンクと固定外部リンクは利用できません。

♦ 外部リンクには方向があります。そのため、リンクのソース アイテム（CR など）から外部リンクを見ても、外部サーバ
ーにあるアイテム（その CR からリンクされたファイルなど）から外部リンクを見ても、ソース情報とターゲット情報は常
に同じで、選択したアイテムに基づいて変わりません。

♦ 外部リンクを作成できるのは、外部リンクをサポートする StarTeam 2009 Server に存在するオブジェクトに対してだ
けです。また StarTeam 2009 Cross-Platform Client を使用する必要があります。 StarTeam 2009 Server に存在す
る必要があるのは、外部リンクのソース アイテムだけです。

♦ 変更パッケージ間、または変更パッケージに対して外部リンクを作成できません。

♦ 標準リンクで利用可能な情報のうち、外部リンクで利用できない情報があります。外部オブジェクトからすべての情報
（ファイル ステータス、外部サーバーでファイルをロックしたユーザー、オブジェクトのフォルダ パスの内容、オブジェ
クトが実際にあるフォルダなど）が利用できるわけではないからです。

♦ アクセス権 ダイアログ ボックスに 外部リンク コンテナ レベル アクセス権が追加されました。
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EOL 処理の向上

EOL 処理の向上により、固定の EOL 変換ファイルをさらによくサポートできるようになりました。 たとえば、以前はチェック
イン時に破損する可能性のあった、Unicode ファイルの EOL 変換が正確に行えるようになりました。

また、指定オプションに関係なく、すべてのプラットフォームで、ファイルを LF 形式でチェックアウトできます。 さらに、EOL
形式が定義されると、更新ステータスが、すべてのテキスト ファイルで機能します。チェックアウトされたときに使用された
EOL 形式は関係ありません。

他のクライアントとの互換性を保つため、チェックアウト時に [EOL の変換] が要求されていなくて、EOL 形式が未定義の場
合は、従来どおり、サーバーに追加したときの EOL 変換でファイルがチェックアウトされます。

StarTeam 2009 では、次の新しい EOL 処理が導入されています。

♦ このプロパティは、従来どおり Cross-Platform Client のアイテム ペインに [EOL 文字] として表示されます。

♦ EOL 形式プロパティに意味があるのは、チェックアウト操作中のテキスト ファイルだけです。

♦ EOL プロパティには次の値があります。

■ [未定義]（SDK では NULL）： StarTeam 2009 より前に追加されたファイルで使用。

■ [クライアント定義]： ワークステーションのデフォルト値またはチェックアウトごとの EOL 変換オプションを使用。

■ [固定 LF]、[固定 CR]、[固定 CRLF]： この EOL 形式が常に使用され、ワークステーションまたはチェックアウ
ト時の変換オプションは無視されます。

♦ EOL 形式プロパティは Cross-Platform Client の 追加、チェックイン、および ファイルのプロパティ の各ダイアログ
ボックスで設定できます。

♦ Cross-Platform Client の追加またはチェックイン時の EOL 変換オプションは削除されました。

♦ デフォルトで、SDK は次の各条件に基づいて EOL 形式を算出します。

■ 新しいテキスト ファイルが追加されたとき、またはテキスト ファイルに新しいリビジョンがチェックインされたとき
に、そのファイルの EOL 形式が[未定義]である場合、ファイルの EOL 変換は、プラットフォームのデフォルトに
一致し、EOL 形式は [クライアント定義] に設定されます。 その他の場合は、EOL 形式は見つかった方式、 固
定 LF、固定 CR、または 固定 CRLF に設定されます。

■ ユーザーは EOL 形式をいつでも任意の値（[未定義]を除く）に変更できます。

■ EOL 形式の設定に関係なく、StarTeam 2009 Cross-Platform Client で追加またはチェックインされたテキスト
ファイルは常に、データ保管庫で標準（CRLF）形式を使用します。

注: チェックアウト操作に対する自動 EOL 変換のデフォルトは、ユーザーがすでにオプションを定義しているのでなけれ
ば、「チェックがついた状態」です。 2009 へアップグレードしたユーザーは、そのオプションに必ずチェックを付け、新し
い EOL 形式の変更に対して正しく設定されるようにしなければなりません。

Cross-Platform Client のその他の新機能

Cross-Platform Client には、さらに次の新機能が追加されました。

♦ StarTeam 2009 では "Me" クエリが導入され、クエリ作成時に特定ユーザー名を指定しないで、現在ログオンしてい
るユーザー（"Me"）に対して評価するクエリをセット アップできます。

♦ フォルダ コンテキスト メニューの順序が再構成され、アイテム テーブル コンテキスト メニューと同様になるように、メ
ニューの一貫性が向上しました。

♦ ビューの選択 ダイアログ ボックスに新しいチェック ボックスが追加され、現在のビュー ウィンドウを選択したビューに
変更しないで、選択したビューを新規ウィンドウで開くこともできます。
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♦ フォルダ ツリーでは、新しいフォルダ アイコンが追加され、デフォルトの作業パスではなく、作業フォルダの代替パス
を使用しているフォルダを示します。

♦ 新しいプロジェクトを作成するとき、これまでは、サーバーがプロジェクト プロパティのすべてのアイテム タイプを事前
に選択していました。 つまり、プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックスまたは 新規ビュー ウィザード で、ユーザ
ーが何も変更しなかった場合、新しいビューにはすべてのアイテム タイプが含まれていました。 ベスト プラクティスと
して、新しいビューには ファイル 以外のアイテム タイプを含めないことをお勧めします。 StarTeam Server 2009 で
は、新しいビューのデフォルトとして ファイル タイプだけを事前に選択して新規プロジェクトが作成されます。 プロジ
ェクトを作成した後にも、プロジェクトのプロパティを変更できます。任意の新しいビューに含めるアイテム タイプを変
更できます。 ただし、何も変更しない場合は、作成時に、新しいビューにはデフォルトでファイルだけが含まれます。
この変更は、既存のプロジェクトには影響ありません。 影響があるのは、新しい StarTeam Server 2009、または
StarTeam Server 2009 にアップグレードされた既存のサーバーで作成される新しいプロジェクトだけです。メモ： （ビ
ューを作成した後に）プロジェクトのプロパティに他のアイテム タイプを追加する場合、親ビューに含まれるアイテム
は取り込まれません（ただし新しいビュー作成中は除く）。 ユーザーが以前のアイテムを新しいビューに導入する場
合は、それらを取得するのに、ビュー比較/マージを使用して、親ビューからそれらを再ベースする必要があります。

♦ Closs-Platform Client は、組み込み比較ペインを使用する、ファイル以外のアイテムのプロパティの比較をサポート
します。 たとえば、アイテム ペインで 2 つの CR か、同じ CR の履歴リビジョンを 2 つ選択して、ツール    比較 をク
リックして、それらのプロパティを比較できます。 組み込み比較ウィンドウが、ウィンドウの一番下に表示され、選択し
た CR それぞれのプロパティが表示されます。 この新機能は、内容パースペクティブ、変更パースペクティブ 両方の
すべての アイテム タブおよび 情報 タブに影響を与えます。

♦ ファイルの チェックイン ダイアログ ボックスには、凍結したリビジョン ラベルは表示されなくなりました。
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ビュー比較/マージの新機能
ここでは、ビュー比較/マージと VCMUtility の新機能と変更について説明します。

変更パッケージ

StarTeam には従来から、組み込みワークフロー、カスタマイズ可能なワークフロー、処理リンク、処理タスク、ビュー比較/
マージ（VCM）など変更管理（CM）をサポートする多くの機能が用意されています。 StarTeam 2009 には包括的な変更パッ
ケージ オブジェクトが追加されました。これは、1 回のコミットで行ったすべての変更を追跡できる機能です。 この新機能の
結果として、VCM は、従来の VCM 処理タスクの代わりに、変更パッケージを作成します。

変更パッケージにより、StarTeam の更新を管理、追跡する機能が拡張されました。 変更パッケージは StarTeam 2006 リ
リースで初めて導入されたビュー比較/マージ（VCM）を発展させたものです。 変更パッケージはターゲット ビューに適用す
る一連の変更を含むオブジェクトです。 変更パッケージを作成するには、ユーザーはまず VCM セッションを開始します。こ
れは、変更の定義、確認、テストを行うステージング領域として機能します。

VCM セッションは、保存またはコミットされた後に、ターゲット ビューで変更パッケージとして見ることができます。

♦ 新しい変更パッケージ アイテムを使用することで、マージ ポイントと処理タスクは、変更を追跡するために VCM セッ
ションで使用されなくなりました。

♦ StarTeam ビュー ウィンドウに、複数のパースペクティブが導入されました。標準の 内容パースペクティブ （StarTeam
のロゴ アイコン）と 変更パースペクティブ （標準アイコンのとなりにある新しいアイコン）をクリックで切り替えられま
す。 これらの新しいパースペクティブ アイコンは、ツールバーに右揃えで表示されます。 変更パースペクティブ を使
用して、管理者は、たとえば、すべての変更パッケージ オブジェクトとそれらの変更パッケージに関係する詳細を確
認し、どの変更がビューに対してコミットされたかを見て、コミットするよう提案されている未コミットの変更パッケージ
内の変更を確認できます。

♦ VCM セッションのメニュー項目が変更されました。 たとえば、変更パッケージはオブジェクトなので、新しく VCM セッ
ション    プロパティ... メニュー項目が追加され、変更パッケージを開いて、VCM セッションの作業フォルダなどのプ
ロパティを確認したり変更できます。 メニューの変更には他にも、VCM セッション    保存... メニュー項目があり、ま
だコミットされていない状態の変更パッケージ オブジェクトを StarTeam Sertver のターゲット ビューに保存できるよう
になりました。 確認のため他のユーザーに送信するのに、VCM セッションを .vcmx ファイルとして保存する方法とし
て、VCM セッション    エクスポート... は従来どおりサポートされていますが、.vcmx ファイルよりも変更パッケージを
推奨します。 新しい 変更パッケージ メニューの詳細については、「入門」の「UI ツアー」の下の「変更パースペクティ
ブ」を参照してください。

♦ 各変更パッケージは、一連の変更を表す、StarTeam の新しいオブジェクトであるので、StarTeam 2009 では、クライ
アントの一番下に新しく 変更 タブが追加され、変更パッケージの結果による、選択アイテムへの更新の表示をサポ
ートします。 変更パースペクティブ の各部の詳しい説明は、StarTeam ヘルプの「入門」の「UI ツアー」に記載されて
います。

♦ 変更パースペクティブ で利用可能な他のオプションには、ツールバー ボタン、標準の フィルタ メニュー、左右レイア
ウトと上下レイアウトを切り替えられる レイアウト変更 ボタンなどがあります。 左右レイアウトでは、アイコンを使用し
て、変更パースペクティブ のビューアを、詳細、履歴、ラベル、変更、再生 ペインの間で切り替えられます。 上下レイ
アウトでは、一番下の各タブで、これらのビューアを変更できます。

♦ コンテキスト メニュー アイテムを使用すると、保存された変更パッケージの URL をクリップボードにコピーできます。
これにより、他のユーザーが、ターゲット ビューへの URL を開いて、読み取り専用モードで変更パッケージを確認で
きます。VCM セッション全体の .vmx ファイルを送信する必要はありません。

♦ 再生 ビューアでは、ドラッグ アンド ドロップで、変更パッケージを別のビューに再生できます。 VCM セッションで変更
パッケージを再度開くこともできます。アイテムの 詳細    ビュー比較/マージ... メニュー オプションを使用して、別の
ビューに 再生 を開始します。

♦ コミットされていない場合は、変更パッケージを削除できます。 いったんコミットされると、削除操作は利用できなくな
ります。

♦ コミットされていない変更パッケージに排他的ロックをかけられます。 一度に変更パッケージを変更できるのは、1 人
のユーザーだけです。 そのため、変更パッケージは、編集用に開くと、自動的に排他的にロックされます。
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♦ 変更パースペクティブ の セッションの再起動 メニュー操作を使用すると、変更パッケージを VCM セッションで再起
動（再比較）できます。

♦ [VCM セッション] メニューには 2 つの新しい項目 変更パッケージ URL をクリップボードにコピー と 変更パッケージ
をビューで選択 が追加されました。 現在の VCM セッションが変更パッケージとして保存されている場合、これらの操
作を使用して、より簡単に保存された変更パッケージにアクセスできます。

♦ 新しい変更パッケージの レポート メニューは、変更パッケージの レポート ダイアログ ボックスから利用できます。

♦ 変更パースペクティブ は、変更パッケージのプロパティを比較する、プロパティの比較... メニューをサポートします。

VCM のその他の変更点

説明済みの変更パッケージと外部リンクの他に、ビュー比較/マージには、次の各種変更があります。

♦ ビュー比較/マージ ウィザード に、新しく 除外プロパティ ページが追加されました。このページで、すべての分岐可
能なアイテム タイプのプロパティを除外できます。 特定のアイテム タイプのプロパティのうち、セッションをコミットす
るときに変更をマージしたくないものを選択できます。

♦ ビュー比較/マージ ウィザード には、各ウィザード ページの右下に新しいボタンが追加されました。クリックすると、ビ
ュー比較/マージ ウィザード のそのステップまでに、その VCM セッションで選択したものの詳細が表示されます。 こ
の情報ペインを非表示にするには、このボタンを再度クリックします。 この情報ペインの利点は、完了 をクリックする
前に、そのセッションのすべての詳細を安全に確認できることです。何を選択したか確認するために、ウィザードの各
ページを行ったり来たりする必要はありません。 この方法で、別のものを選択することにした場合、ウィザードの特定
のページに戻って変更を行い、その時点で 完了 をクリックできます。

♦ 比較、マージ および テスト パースペクティブ ボタンがツールバーの右側に移動されました。

マージ ポイント

変更パッケージが実装されたため、マージ ポイントは VCM セッションで使用されなくなりました。 VCM は、マージ ポイント
に比べてマージ機能が向上した、内部の "変更" オブジェクトを使用します。

新しいまたは変更済みの差分タイプ

差分タイプと操作に対して、次の変更が行われました。

♦ [失敗] は [要レビュー] に変わりました。 [要レビュー] はすべての場合で、正式な操作になりました。

♦ カスタム マージ タイプ： 任意の差分タイプのデフォルト操作を [要レビュー] に変更することは、コミットの実行前にユ
ーザーの操作が必要であることを示します。

♦ [解決マークをつける] ではマージ ポイントが作成されなくなりました。 [解決マークを付ける] 変更オブジェクトが作成
されるようになります。 [解決マークをつける] は以前には許可されていなかったすべての場合で、正式な操作になり
ました。 これは多くの差分タイプに影響します。

♦ [Don't Care] 差分タイプは修正されました。 ターゲットで変更ありとターゲットで変更なしの場合を区別できるようにな
りました。

たとえば、StarTeam 2008 Release 2 では、

[2000]: ソースで移動あり、ターゲットは他の分岐上に存在

        
    ItemPresentInSource: true.    
    ItemPresentInTarget: true.    
    ItemDeletedInSource: false.    
    ItemDeletedInTarget: false.    
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    ItemModifiedInSource: false.    
    ItemModifiedInTarget: Don’t Care.    
    ItemMovedInSource: true.    
    ItemMovedInTarget: false.    
    ItemsInDifferentBranches: true
    Default Action: Ignore.    
    Legal Actions: Ignore; Move; Move and Overwrite

StarTeam 2009 では、

[2000]: ソースで移動あり、ターゲットは他の分岐上に存在

    ItemPresentInSource: true.    
    ItemPresentInTarget: true.    
    ItemDeletedInSource: false.    
    ItemDeletedInTarget: false.    
    ItemModifiedInSource: false.    
    ItemModifiedInTarget: false.    
    ItemMovedInSource: true.    
    ItemMovedInTarget: false.    
    ItemsInDifferentBranches: true
    Default Action: Ignore.    
    Legal Actions: Ignore; Move; Needs Review; Mark Resolved

古い行では、ターゲットで変更あり=false

[2000]: Moved in source, target on different branch
[2500]: Moved and modified in source, target on different branch 
[2510]: Moved and modified in source, target on different branch, same content.

新しい行では、ターゲットで変更あり=true

[2060]: Moved in source, branched and modified in target
[2520]: Moved and modified in source, target on different branch, modified in target
[2530]: Moved and modified in source, target on different branch, modified in target,same content

VCM のアクション実行基準一覧への変更

StarTeam 2009 の VCM のアクション実行基準一覧が次のとおり変更されています。

[100]: Parent folder failed

    ParentFolderFailed: true

    Default Action: Needs Review
    Legal Actions: Ignore; Needs Review

[110]: Parent folder ignored

    ParentFolderIgnored: true

    Default Action: Ignore
    Legal Actions: Ignore; Needs Review

[200]: Target folder has floating share in source view
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    TargetFolderHasFloatingShares: true

    Default Action: Needs Review
    Legal Actions: Ignore; Needs Review

[620]: Deleted in target (Promote)

    MergeType: Promote
    ItemPresentInSource: true
    ItemPresentInTarget: false
    ItemDeletedInSource: false
    ItemDeletedInTarget: true

    Default Action: Ignore
    Legal Actions: Ignore; Share; Reverse Share; Needs Review

[600]: Deleted in target

    ItemPresentInSource: true
    ItemPresentInTarget: false
    ItemDeletedInSource: false
    ItemDeletedInTarget: true

    Default Action: Ignore
    Legal Actions: Ignore; Share; Needs Review

[520]: New in source, shared (Promote)

    MergeType: Promote
    ItemPresentInSource: true
    ItemPresentInTarget: false
    ItemDeletedInSource: false
    SourceItemOnRootBranch: false

    Default Action: Needs Review
    Legal Actions: Ignore; Share; Needs Review

[510]: New in source (Promote)

処理タスクの解決の変更

2008 Release 2 の処理タスクの解決：

♦ ユーザーが処理リンクをたどる必要がある

♦ 処理リンクは削除されたアイテムを参照できない

♦ 処理アイテムのスコープで削除を反映できない

2009 の処理タスクの解決：

♦ 添付 *.vcmx ファイルを開く

♦ スコープを決定するためにアイテムの差分を使用

これは、変更パッケージ オブジェクト、変更オブジェクトの使用と同じです。
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VCMUtility コマンドラインの変更

VCMUTILITY は、変更パッケージ オブジェクトと一体化しています。 新しいコマンドとセッション オプションが、変更パッケー
ジをサポートするために作成されました。

変更パッケージをサポートするために、VCMUTILITY コマンドに次の機能が追加されました。

コマンド オプション

♦ {Open <Change Package name>}

♦ {Replay <Change Package name>}

セッション オプション

♦ {Description <description>}

♦ {Name <Change Package name>}

他の構文オプション

♦ <Change Package name>（変更パッケージ名）

♦ <folder path>（フォルダ パス）

♦ <VCM exchange file>（VCM 交換ファイル）

♦ <VCM session file>（VCM セッション ファイル）

これらと他のすべての VCMUtility コマンドとオプションは、Cross-Platform Client ヘルプの「比較/マージ」参照セクション
に記載されています。
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Borland StarTeam 2009 Web Client
新しい Borland® StarTeam® Web Client は、多数の同時ユーザーが 1 つまたは複数の StarTeam Server に接続して、プ
ロジェクトにアクセスしたりアイテムを管理するのに使用できる、直感的な Web ベースのインターフェイスです。

Web Client のこの初期リリースでは、StarTeam の変更要求、要件、タスク、およびトピックの表示、作成、編集を行うユー
ザーのニーズに応えられるように設計された、一連の基本機能が用意されています。

Web Client の機能

StarTeam Web Client では、以下の作業をサポートしています。

♦ StarTeam Server 上のパブリック フィルタを使った、閲覧するアイテムの範囲の絞り込み

♦ ファイル以外のアイテムの作成

♦ アイテムのプロパティの編集

♦ アイテムのロックとロック解除

♦ アイテムの詳細の表示

♦ アイテムの削除

♦ ローカル ドライブまたはネットワーク ドライブへのファイルのダウンロード

♦ アイテムやフォルダについて生成した URL を使ってのビュー セッションの開始

♦ アイテムの履歴リビジョンの表示

♦ リビジョンのプロパティの表示

♦ リビジョンのコメントの編集

注: Web Client を使用するには、StarTeam のユーザー ライセンスが必要です。
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その他の StarTeam 2009 コンポーネントや製品の新機能
その他の StarTeam 2009 製品における新機能や機能向上を次に示します。

♦ ドキュメントの新機能

♦ StarTeamMPX の新機能

♦ Layout Designer の新機能

ドキュメントの新機能

StarTeam 2009 の各アプリケーションでは、オンライン ヘルプ表示が、専用の Borland ヘルプ ブラウザから、Eclipse Info
Center に変更されました。 最終的に、Eclipse Info Center はすべての Borland 製品で採用されます。

Eclipse ブラウザが、今回 Cross-Platform Client、サーバー管理ツール、Layout Designer で導入されました。 以前のリリ
ースにおける "StarTeam の管理と利用" という統合ヘルプ ドキュメントが、使用しているアプリケーションの個別（小サイ
ズ）のドキュメントに置き換えられました。 したがって、たとえば、Cross-Platform Client にはクライアント ヘルプ、およびコ
マンドライン ツールのヘルプ（VCMUtility を含む）があり、サーバー管理ツールには、サーバー管理ヘルプとコマンドライ
ン ツールのヘルプだけが含まれます。

Eclipse Info Center のメリットは、フルテキスト検索、目次から一部のセクションやセクション全体を印刷できることです。

以前と同様に、Windows の [スタート] メニューからもヘルプを利用できます。 Linux や Solaris では、/PRODUCT_NAME/
Documentation フォルダにあります。

注: Linux Server のインストール手順が、メインのインストール ガイドに移動されました。

StarTeamMPX の新機能

StarTeamMPX 2009 には次の新機能があります。

♦ マルチキャスト オプションが、StarteamMPX から削除されました。

♦ ビュー固有のイベントに対してさらに細かいサブジェクトを使用する、新しい STEvent3 ストリームに各クライアントが
サブスクライブします。 各メッセージはトランザクション単位で圧縮され、バッチ処理されます。 各クライアントの受信
トラフィックが 70% ～ 80% 削減されます。 StarTeam 2009 クライアントが取得するのは、StarTeam 2009 より前のクラ
イアントに対してトラフィックとメッセージのわずか 2% です。

♦ 一部の "重複" キャッシュ メッセージ、冗長な、ファイル内容のメッセージなどは除外されます。 これにより Cache
Agent へのトラフィックが減ります。

♦ メッセージ処理の機能向上ではクライアントの変更は必要ありません。

♦ StarTeam 2006 より前のクライアントの接続が許可されていない場合（サーバーの最小 API レベルが「> 1.25」のとき
に起こります）、STEvent イベント ストリームはブロードキャストされません。 同様に、サーバーの最小 API レベルが
「> 1.66」 のとき、つまり、StarTeam 2009 以降のクライアントのみが許可されている場合には、STEvent2 イベント ス
トリームはブロードキャストされません。

♦ 新しい StarTeam 2009 イベント（変更パッケージ、トレース オブジェクト（外部リンク）など）は、STEvent3 ストリームへ
送信されます。

Layout Designer の新機能

StarTeam 2009 の Layout Designer の新機能を次に示します。
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♦ Cross-Platform Client に用意されているフォームは、Layout Designer のサンプル フォームとして利用できます。

♦ Layout Designer では新しい Eclipse Info Center のヘルプを使用します。 "ドキュメントの新機能" を参照してくださ
い。
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ヘルプの使い方
このセクションでは StarTeam のヘルプ システムについて説明します。 また、StarTeam 製品それぞれに関するドキュメン
トがどこにあるかも説明します。

このセクションの内容

StarTeam 概要

このトピックでは、StarTeam のヘルプ システムについて説明します。

各製品のドキュメントの場所

ここでは、StarTeam 製品のドキュメントを参照するさまざまな方法を説明し、StarTeam 製品それぞれにどのような
ドキュメントが同梱されているかを一覧で記述します。

ユーザー ロールと StarTeam ドキュメント

ここでは、さまざまなユーザー ロールとそれらのロールと StarTeam ドキュメントの関連付けに関する情報を示しま
す。
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StarTeam 概要
StarTeam ヘルプ システムには、概念的なトピック、手順についての手引きや、参照情報が含まれていて、必要に応じて一
般的な情報からより具体的な情報へとたどっていくことができます。

「概念」セクション この概念セクションでは、製品のアーキテクチャやコンポーネント、StarTeam を利用するに当たって
のベスト プラクティスなどに関する情報を提供します。 この概念セクションのほとんどのトピックの最
後の部分では、関連する、より詳しい情報や手順、参照トピックへのリンクが含まれています。

「手順」セクション 手順の手引きでは、ステップ by ステップでの作業方法が解説されています。 StarTeam 上で行う操
作のうち、複数のサブタスクを持つようなものについては、まず主要手順があり、その大きな手順を完
遂するために必要とされるサブタスクが含まれる形になっています。 タスクを開始したところで --- た
とえば、「インストール ガイド」で記載されているサーバーのアップグレードなど --- どのような手順を
実際に行うか知りたい場合には、その作業する分野での主要手順を参照してください。 その主要手
順から、さらに複数の単独の手順に分かれます。 これらの手順はすべて、統合ヘルプ システムの
「手順」セクション以下に一覧されており、 ほとんどの場合、その手順に関連する概念や参照トピック
へのリンクが含まれています。

「参照」セクション この参照セクションでは、コマンドライン オプションや、StarTeam フィールド、ファイル ステータスな
ど、各主題に関する詳しい情報を提供します。 これらの参照トピックはすべて、統合ヘルプ システム
の「参照」セクション以下に一覧されており、ほとんどの場合、その参照情報に関連する手順や概念ト
ピックへのリンクが含まれています。

StarTeam ヘルプ システムには、「入門」、「概念」、「手順」、「参照」という 4 つの主な領域があります。 それぞれのメイン
領域には、情報を機能別の領域に分けたサブ領域があり、以下の表のようになっています。

このヘルプ領域... 含まれる情報...

一般操作 ファイルのチェックイン/チェックアウト、個人的なユーザーオプションの設定など、StarTeam の開発
者または随時使用するユーザー向けの手順と概念。

カスタマイズ機能 Layout Designer を使用して StarTeam をカスタマイズするユーザー向けの手順と概念。

プロジェクト管理 プロジェクトやビューの作成などの、StarTeam プロジェクト管理者向けの手順と概念。

サーバー管理 サーバー構成のカスタマイズ、情報のバックアップおよびサーバーの移行ど、StarTeam Server 管
理者向けの手順と概念。

セキュリティ ユーザー、グループ、アクセス権、およびパスワードの管理など、StarTeam で利用できるセキュリテ
ィ機能に興味のある StarTeam Server 管理者向けの手順と概念。

設定 サーバー構成の追加やパスワードの変更など、StarTeam クライアントの構成手順。

レポートを作成およびテストする グラフやレポートの作成、変更要求での作業、データの検索やフィルタリングなど、QA エンジニア
やプロジェクト マネージャ向けの StarTeam クライアントで使用できる手順。

関連概念

StarTeam 製品概要

各製品のドキュメントの場所
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各製品のドキュメントの場所
ここでは、StarTeam 製品のドキュメントを参照するさまざまな方法を説明し、StarTeam 製品それぞれにどのようなドキュメ
ントが同梱されているかを一覧で記述します。

製品ドキュメントの参照方法

一般に、StarTeam 製品のドキュメントには、以下の方法でアクセスすることができます。

♦ 製品内の ヘルプ メニューから。

♦ Windows システムを使っている場合には、スタート    プログラム    Borland StarTeam    <製品名>    ドキュメン
ト メニューを使って、StarTeam 製品のドキュメントを見つけることができます。 ドキュメント メニューには、選択した製
品で提供されているすべてのドキュメントの一覧が表示されます。

♦ readme ファイルとインストール手順は、インストール ディレクトリの直下（またはインストール CD のルート）にありま
す。 他の言語（日本語、フランス語、ドイツ語）で提供されているドキュメントは、リリース ノートおよびインストール手
順のファイル名に _国コードを付けて、その言語のバージョンであることを示しています。 たとえば、readme_ja.html に
は日本語のリリース ノートの情報が含まれています。 PDF のドキュメントは、製品 CD の Documentation サブフォル
ダにあります。

♦ PDF ドキュメントとオンライン ヘルプのファイルは、インストール フォルダの下の PDF および Help のサブフォルダに
あります。

♦ また、Borland StarTeam の技術資料の Web サイトからドキュメントを直接ダウンロードすることもできます：  http://
info.borland.com/techpubs/starteam

StarTeam 製品のドキュメント

このリリースでは、StarTeam ドキュメント セットのある程度の部分が（すべてではありませんが）、ひとつのヘルプ システム
に統合されています。 以下では、製品ごとにそのドキュメントを説明します。

StarTeam Server および StarTeam Cross-Platform Client のドキュメント

このドキュメントは、英語、日本語、フランス語、ドイツ語で提供されています。

StarTeam ヘルプ（オンライン ヘルプ） StarTeam ヘルプのオンライン ヘルプ版。サーバ
ー管理ウィンドウ、Cross-Platform Client、
StarTeam Visual Studio 2005 Integration の ヘル
プ メニューから開くことができます。

StarTeam 管理＆利用ガイド（AdministeringAndUsingStarTeam.pdf） StarTeam ヘルプと同じ内容を PDF 形式で提供し
たもの。

StarTeam Extensions User's Guide（extensions.pdf） StarTeam Extensions のヘルプの PDF 版。

StarTeamMPX Administrator's Guide（adminMPX.pdf） StarTeamMPX のヘルプの PDF 版。

Install_ja.pdf StarTeam インストール ガイド の各言語版。
StarTeam 製品の多くに対応しています。

readme_ja.html リリース ノートの各言語版。StarTeam 製品の多く
に対応しています。

StarTeamWeb Client

このドキュメントは、英語、日本語、フランス語、ドイツ語で提供されています。

Web Client ヘルプ（オンライン ヘルプ） Eclipse ブラウザ ヘルプである Web Client ヘルプは、Web Client 内の ヘルプ
メニューから開きます。

StarTeamMPX
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このドキュメントは、英語、日本語、フランス語、ドイツ語で提供されています。

StarTeamMPX Administrator's Guide（adminMPX.pdf） この製品の管理者ガイドの PDF 版。

StarTeam インストール ガイド（Install_ja.pdf） StarTeam インストール ガイド の各言語版。StarTeam 製品の多
くに対応しています。

リリース ノート（readme_ja.html） リリース ノートの各言語版。StarTeam 製品の多くに対応してい
ます。

StarTeam Workflow Extensions

このドキュメントは、英語、日本語、フランス語、ドイツ語で提供されています。

StarTeam Extensions User's Guide（extensions.pdf） この製品のユーザー ガイドの PDF 版。

StarTeam インストール ガイド（Install_ja.pdf） StarTeam インストール ガイド の各言語版。StarTeam 製品の多く
に対応しています。

リリース ノート（readme_ja.html） リリース ノートの各言語版。StarTeam 製品の多くに対応していま
す。

Borland LDAP QuickStart Manager

このドキュメントは、英語、日本語、フランス語、ドイツ語で提供されています。

LDAP QuickStart Manager ガイド（LDAPQuickStart.pdf） この製品のユーザー ガイドの PDF 版。

リリース ノート（readme_LDAP_ja.html） LDAP QuickStart Manager に関するリリース ノート。

Installation Instructions（install_LDAP_en.html） LDAP QuickStart Manager のインストール手順。

Borland Search

このドキュメントは、英語、日本語、フランス語、ドイツ語で提供されています。

Borland Search 管理者ガイド（SearchInstallAdmin.pdf） この製品のユーザー ガイドの PDF 版。

Release Notes（readme_BorlSearch.html） Borland Search に関するリリース ノート。

Installation Instructions（install_BorlSearch.html） Borland Search のインストール手順。

StarTeam SDK

SDK Programmer's Guide StarTeam SDK のプログラマ ガイドの HTML 版。

Java API Reference StarTeam SDK の JavaDoc。

COM API Reference StarTeam SDK の COM ビルディング ブロック。

Release Notes（readme_SDK.html） StarTeam SDK に関するリリース ノート。

StarTeam Datamart

StarTeam Datamart ユーザー ガイド（StarTeam Datamart User
Guide.pdf）

この製品のユーザー ガイドの PDF 版。

Release Notes（readme_Datamart_en.html） StarTeam Datamart に関するリリース ノート。

StarTeam Import/Export Manager

StarTeam Import/Export Manager User's Guide（stiemgr.pdf） この製品のユーザー ガイドの PDF 版。

Release notes（readme_IEM.html） StarTeam StarTeam Import/Export Manager に特化した
リリース ノート。

Installation Instructions（install_IEM.html） StarTeam StarTeam Import/Export Manager のインスト
ール手順。

StarTeam Toolbar Utility
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Using the StarTeam Toolbar（SBToolbar.pdf） この製品のユーザー ガイドの PDF 版。StarTeam Toolbar Utility の ヘル
プ... ボタンをクリックすると表示されます。

関連概念

StarTeam 製品概要

StarTeam 概要

UI ツアー
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ユーザー ロールと StarTeam ドキュメント
ここでは、さまざまなユーザー ロールとそれらのロールとドキュメントの関連付けに関する情報を示します。 これらのロール
は、ユーザー組織内の役割を表すものもあれば、そうでないものもありますが、操作が StarTeam ユーザーに振り分けられ
るときの一例として提供します。

StarTeam で用意されているロールについて、関連手続きやそれらのロールに関連する概念トピックのある場所とあわせて
以下に示します。

ユーザー/開発者 ファイルのチェックインまたはチェックアウト、ファイルのマージ、変更要求
の対応完了に主として関わるユーザーです。 このユーザー ロールに関連
する概念と操作については、統合ドキュメントセットの「一般的な操作」を参
照してください。

プロジェクト マネージャ/スーパー ユーザー このロールについては、「一般的な操作」、「プロジェクト管理」、および「サ
ーバー管理」に手順と概念の説明があります。

テスト担当者 QA チームで作業するユーザーは、このロールに分類されます。 ドキュメ
ントの「一般的な操作」の下の各トピックと「テスト担当者」に、このロールの
ユーザーに関する情報があります。

管理者 このロールは、StarTeam のインストール、設定、メンテナンスを扱いま
す。 ドキュメントの「サーバー管理者」の下の各トピックと「StarTeam のイ
ンストールと構成」に、このユーザー ロールの概念と手順の情報がありま
す。

カスタマイズ担当者 代替プロパティ エディタ、StarTeam Extensions と一緒にインストールされ
た機能、および StarTeam Layout Designer を使用して StarTeam のカス
タマイズを行うユーザーです。 ドキュメントの中では、StarTeam Layout
Designer とカスタム プロパティ フィールドの作成に関するトピックは、「カス
タマイズ」にあります。 代替プロパティ エディタの使用方法と StarTeam と
一緒に提供される組み込みカスタム ワークフローの変更に関する情報に
ついては、『StarTeam Extensions User' Guide』 (extensions.pdf) を参照し
てください。
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StarTeam の配置ガイドライン
このセクションでは、StarTeam に関するハードウェア配置の高レベル オプションについて説明します。 StarTeam は小規模
なチームやエンタープライズ規模の組織およびその中間規模のあらゆるグループで使用できるので、そのコンポーネントを
配置するためのオプションが多数用意されています。それらは、パフォーマンス、スケーラビリティ、フェイルオーバのほか、
最低ハードウェア要件、高可用性オプション、分散チーム用オプションなどの要因を左右します。

このセクションの内容

パフォーマンスとスケーラビリティを左右する要因

StarTeam 構成のパフォーマンスとスケーラビリティに影響を及ぼす主な要因について説明します。

構成サイズ

配置計画の立案を目的としてサーバー構成のサイズを評価する方法について説明します。

同一サーバー上に配置された複数の構成

同じサーバー マシンに複数の構成を配置する方法について説明します。

中規模構成

中規模構成の配置方法について説明します。

大規模構成

大規模構成の配置方法について説明します。

アクティブ/パッシブ クラスタリング（active/passive clustering）

アクティブ/パッシブ クラスタリング を使用して障害からの復旧を速める方法について説明します。
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パフォーマンスとスケーラビリティを左右する要因
良い点は、StarTeam がさまざまな形で使用できる機能豊富なアプリケーションであることです。 悪い点は、このような柔軟
性があるために、どのようなハードウェア構成が自分の組織にうってつけであるかを正確に予測するのが難しいことです。
StarTeam 構成のパフォーマンスとスケーラビリティに影響を及ぼす主な要因を以下に挙げます。

♦ リポジトリ サイズ： 何よりもビューやアイテムの数は、StarTeam Server プロセスのメモリ使用量やデータベース クエ
リのトラフィックなどのリソース要因に影響を及ぼします。 ユーザー、グループ、クエリ、フィルタといったそれ以外の
種類のデータは、リソース要求量にそれほど影響を与えません。 簡単に言えば、リポジトリが大きくなればなるほ
ど、サーバー キャッシングやデータベース クエリに対する要求量が増えます。

♦ 同時使用ユーザー：  ピーク時の 同時使用 ユーザーの数は、サーバーに大きな影響を及ぼします。 同時使用ユー
ザーにはそれぞれセッションが必要で、状態の維持、ワーカー スレッドを利用するコマンドの生成、ロックの受け付け
などがその中で行われます。 定義済みユーザーの数は、ピーク時の同時使用ユーザーの数ほど重要ではありませ
ん。 キャパシティ プランニングにただ 1 つの評価尺度を使用するのであれば、同時使用ユーザー数をお使いくださ
い。

♦ StarTeamMPX： MPX があればサーバーのスケーラビリティが高まるため、それを配置するかどうかやクライアントが
それを有効にするかどうかは、スケーラビリティに影響を及ぼします。 MPX Cache Agent があれば、リモート ユーザ
ーにとってチェックアウト パフォーマンスが大幅に高まるだけでなく、サーバーからかなりのトラフィックがなくなりま
す。 要するに、MPX を配置すれば、構成のスケーラビリティが高まるのです。

♦ 一括処理アプリケーション： グラフィカル クライアントを利用するオンライン ユーザーからサーバーへの要求量は通
常わずかです。 それとは対照的に、StarTeam Datamart や Borland Search 向けの "エクストラクタ"（データ抽出ツ
ール）や Borland CaliberRM や Mercury Quality Center などとのインテグレーション向けの "シンクロナイザ"（データ
同期ツール）といった一括処理アプリケーションは、長期にわたって絶え間なくコマンドを送り続ける傾向にありま
す。 ただ 1 つの一括処理アプリケーションで、10 ～ 20 人のオンライン ユーザーに匹敵する要求量を発生させる可
能性があります。

♦ アプリケーションの複雑さ： StarTeam はカスタマイズできるため、高度なカスタム フォームの作成、成果物タイプへ
の多数のカスタム フィールドの追加、カスタム レポートの作成などが可能です。 使い方が複雑になればなるほど、
生成されるコマンドは増え、取得される成果物は大きくなります。これらはいずれも要求量の増加につながります。

構成のサイズを決める際には、これらの要因を考慮に入れてください。 なお、環境はそれ固有の要因によって特徴づけら
れるので、配置に関するこれらの提案は一般的なガイドラインと解釈してください。
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構成サイズ
StarTeam 構成の規模（小規模、中規模、大規模のいずれか）を決定づける要因についてのしっかりとしたルールがあるわ
けではありません。 ただし、当面の目的には、同時使用ユーザー数に基づいた以下の定義を用いることにします。

♦ 小規模構成とは、50 人未満の同時使用ユーザーに対応できるもの。

♦ 中規模構成とは、100 人未満の同時使用ユーザーに対応できるもの。

♦ 大規模構成とは、100 人以上の同時使用ユーザーに対応できるもの。

配置計画の立案を目的として構成サイズを判断するための最良の尺度と思われるのは、データ量やユーザー タイプでは
なく同時使用ユーザー数です。 当社の経験では、StarTeam 構成で管理されるデータ（特にアイテム）の量は、プロジェクト
やビューの数（チーム サイズに応じて増える）に比例して増加する傾向にあります。 さらに、オンライン ユーザー数とバル
ク アプリケーション数の比率は、組織のサイズによらずほぼ同じになる傾向があります。

それでは、構成はどこまで大規模にできるのでしょうか。 当社では今日まで、500 人を上回る同時使用ユーザー、10,000
人を上回る総 "定義済み" ユーザー、4,000 個を上回るビュー、数千万個のアイテム、最大 1 テラバイトの保管庫内データ
を持つ StarTeam シングル インスタンスを見てきました。 絶え間ないハードウェア進歩とソフトウェア改良により、これらの
上限は年々引き上げられています。

注: 同じ構成で、これらの限界のすべてに達したわけではありません。 ビューが 4,000 個ある顧客も中にはいますが、そ
のすべてがアクティブに使用されているわけではありません。 総ユーザー数が 10,000 人の顧客でも、ピーク時の同時
使用ユーザー数は通常、250 ～ 300 人程度です。 ただし、興味深いことに、データ保管庫で管理されるデータの量
は、パフォーマンスやスケーラビリティにはほとんど影響していないように見えます。

構成サイズの増加に合わせて考慮すべき要因は以下のとおりです。

♦ 起動時間： StarTeam Server プロセスは、起動時にある種のメンテナンス タスク（たとえば、データベースに含まれて
いる古い監査レコードやセキュリティ レコードの削除など）を実行します。 アクティビティの量と再起動間の時間が増
えるにつれて、これらのタスクが原因で起動時間が長くなりつつあります。 また、起動時に作成される初期キャッシュ
のため、起動時間は一意な "共有ツリー" の数にも影響されます。 オプションを十分調整すれば、大規模なサーバ
ーでも数分間で起動できますが、最大 15 分以上かかることもあります。

♦ メモリ使用量： StarTeam Server プロセスのメモリ使用量は、アイテムの総数、サーバーのキャッシング オプション設
定、アクティブ セッション（同時使用ユーザー）の数、アクティブ ビューの数、必要なコマンド スレッドの数など、いくつ
かの要因に左右されます。 キャッシング オプションを使用すれば、メモリ使用量をある程度は管理できますが、セッ
ション数、アクティブ ビュー数などの実行時要因はある程度メモリ使用量に影響を及ぼします。 32 ビット Windows プ
ラットフォームでは、StarTeam Server プロセスの仮想メモリは 2 GB に制限されます。 4GT RAM チューニング（32
ビット システムでの単一プロセスの仮想メモリ制限を引き上げる仕組み）を有効にした場合は、この制限を 3 GB 近
くまで拡張することができます。

♦ コマンド サイズ： クライアント要求の中には、要求されているアイテムの数、定義されているユーザーやグループの
数、1 つのビューに所有されているラベルの数などによって、返される応答のサイズが変わるものがあります。 大規
模なサーバー構成の結果、特定のコマンドがサイズの大きい応答を返すことがあり、その場合、特に低速のネットワ
ークでは転送にかかる時間が長くなります。 これは、クライアント側から見れば、プロジェクトやカスタム フォームを開
くといった特定の操作のパフォーマンスが低下することになります。
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同一サーバー上に配置された複数の構成
小規模から中規模のサーバー構成の場合は、すべての StarTeam Server コンポーネントを単一のマシンに配置することが
できます。 さらに、すべての構成の同時使用ユーザーの総数によっては、複数の構成の全コンポーネントを同じマシンに
配置することもできます。 以下の図では、StarTeam の基本コンポーネントと MPX コンポーネントが両方とも配置されてい
ます。

すべての StarTeam Server コンポーネントに単一のマシンを使用するのは、すべての構成の同時使用ユーザーの総数が
100 を超えない場合のみです。 たとえ単一の構成で 100 人を超えるユーザーに対応できるとしても、各構成には一定量の
オーバーヘッドがかかります。 したがって、同時使用ユーザー総数のピーク値が 100 に達したときには、少なくとも 1 つの
構成を専用のマシンに移行することをお勧めします。

単一マシンの場合は、すべての StarTeam Server プロセス、ルート Message Broker、ルート Cache Agent、およびデータベ
ース サーバー プロセスが 1 つのマシン上で実行されます。 この配置の大まかな原則を以下に示します。

♦ 最初、データベース サーバー プロセス用に 1 つの CPU と 1 GB のメモリを用意します。

♦ StarTeam 構成ごとに 1 つの CPU と 1 GB のメモリを増設します。

♦ 各 StarTeam 構成のデータ保管庫とデータベース パーティション用にローカル接続ディスクを使用する場合は、並行
性を高めるために、それぞれに別個の高速ドライブを使用します。 また、ディスクをミラーリングして、単一障害点に
ならないようにしなければなりません。

♦ MPX を配置する場合は、すべての StarTeam 構成で単一のルート MPX Message Broker を共有することができま
す。 図には示されていませんが、リモート Message Broker が少なくとも 1 つ、ルート Message Broker に接続される
場合もあります。
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♦ Cache Agent を配置する場合は、構成ごとに専用のルート Cache Agent が必要で、それらがルート Message Broker
を共有できます。 図には示されていませんが、リモート Cache Agent が少なくとも 1 つ、各ルート Cache Agent に接
続される場合もあります。

♦ それぞれの StarTeam Server プロセス、Message Broker プロセス、ルート Cache Agent プロセスが必ず異なるポー
トで TCP/IP 接続を受け付けるように構成してください。

これらのガイドラインに従って、3 ～ 4 個の小規模な StarTeam 構成を 1 つのマシンに配置することができますが、そうして
も支障がないのは、同時使用ユーザー総数のピーク値が 100 程度に収まっている場合のみです。 そうでない場合は、さま
ざまなプロセスがリソース（CPU、メモリ、ディスク I/O、ネットワーク帯域幅）の奪い合いをし始め、応答性に悪影響が出る
おそれがあります。 また、単一サーバー構成から始めた場合は、いずれ要求量が増えてきたときにコンポーネントを専用
マシンに移行するつもりでいてください。

警告: 複数の構成を単一のマシンに配置するデメリットは、マシンのアップグレードやパッチのインストールが必要になった
り、誰かが電源プラグを蹴ってしまったりしたときなどに、すべての構成が影響を受けることです。
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中規模構成
構成サイズが小規模構成と呼べる範囲を超えたときは、まずデータベース プロセスを専用のマシンに移動する必要があり
ます。 データベース プロセスを専用のマシンに移動する際には、StarTeam Server マシンとデータベース マシンの間に高
速（1 Gbps）の専用リンクをインストールしてください。 それによりデータベースを専用のマシンに本当にシームレスに分離
できることを、当社では常に経験しています。

独立したデータベース マシン

データベース サーバーに別個のマシンを使用する場合でも、StarTeam Server プロセスと MPX コンポーネントは同じ共有
サーバー マシン上に複数配置することができます。 データベース処理の負荷が別のマシンに移るので、同時使用ユーザ
ーの総数を最大 200 ～ 300 人程度まで増やすことができます。 独立したデータベース サーバーを下図に示します。

この図では、サーバー マシンおよびデータベース マシン用にローカル接続のディスクを仮定しています。

ストレージ サーバー

複数構成では、複数のデータ保管庫とデータベースが（おそらく別々のディスク上に）存在します。 バックアップ手順、高可
用性を目的としたミラーリング、その他の管理的要因を考慮すれば、下図のように、永続データをすべて共有ディスク サー
バー（SAN や NFS）に置く方が費用効率が高い場合があります。
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共有ストレージ サーバーをすべての構成のデータ保管庫とデータベースに使用すると、いくつかのメリットがあります。すな
わち、 ストレージ システムによっては、重要なデータをすべて単一のプロシージャでバックアップできます。 ミラーリングな
どの RAID 構成をサポートするハードウェアを 1 箇所に集めることができます。 また、多くのストレージ システムでは、増設
ディスクの動的追加や障害ディスクのホットスワップが可能です。
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大規模構成
ここでは、"大規模" 構成を、ピーク時に 100 人以上の同時使用ユーザーに対応できるものと考えます。 こうした構成の場
合は、StarTeam Server プロセスを専用のシステムに配置しなければなりません。 データベース プロセスもまた、専用のマ
シンで実行されなければなりません。 必ず必要というわけではありませんが、ルート MPX Message Broker プロセスとルー
ト Cache Agent プロセスも、さらにもう 1 つの "MPX" マシンで実行すれば、役に立ちます。 特に、同時使用ユーザー数
が 200 人、300 人、あるいはそれ以上に上る場合には、MPX プロセスを専用のマシンに移すと、StarTeam Server マシン
からネットワーク トラフィックやその他のリソース輻湊がなくなります。 複数大規模構成の典型的な配置を以下に示しま
す。

このような複数大規模構成の配置のキー ポイントは以下のとおりです。

♦ 各構成の StarTeam Server プロセスは専用のマシンで実行されます。 これは通常、マルチコア CPU および最低 4
GB のメモリを搭載したハイエンド マシンになります。100 人以上の同時使用ユーザーがいる場合には、ボーランド
は、最低、クワッドコアおよび 4 GB のメモリを搭載したマシンを使用されることをお勧めします。ユーザー ベースがい
ずれ拡大すると予想される場合は、最初からより大容量のマシンを使用することをお勧めします。

♦ データベース サーバーは専用のマシンで実行されます。 複数の StarTeam 構成で、同じデータベース サーバーを
共有することができます （最大 8 つの構成で同じデータベース サーバーを使用しても、パフォーマンスの問題が発
生しないことを確認しています）。 各 StarTeam 構成では、専用の "スキーマ インスタンス" を使用します。 各 StarTeam
Server マシンには、データベース マシンへの高速（1 Gbps）の専用接続が必要です。

♦ ルート MPX Message Broker プロセスとルート Cache Agent プロセスはすべて、単一の "MPX マシン" で実行するこ
とができます。 各ルート Cache Agent からは適切なデータ保管庫にアクセスできる必要がありますが、高速の専用
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接続は不要です。 ネットワーク経由のファイル アクセス（たとえば、UNC パスを使用したもの）で十分です。 なお、ワ
ークフロー Notification Agent を利用する場合は、MPX マシンにもそれを配置することができます。

♦ StarTeam のすべてのデータ保管庫とデータベース パーティションに、SAN サーバーなどの共有ストレージ サーバー
を使用することができます。 ハードウェアによっては、SAN にアクセスするのに、StarTeam Server マシンごとにイン
ターフェイス（たとえば、"ホスト" カードなど）が必要になる場合があります。
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アクティブ/パッシブ クラスタリング（active/passive clustering）
StarTeam ではアクティブ/パッシブ クラスタリングを利用できます。これは、迅速にフェイルオーバを行えるように "ウォー
ム スタンバイ" ノードを常に用意しておくものです。 原則的に、与えられた構成で一度にアクティブになれる StarTeam Server
プロセスはただ 1 つです。 ただし、StarTeam 構成ファイルは、必要なすべてのソフトウェアと共に複数のマシンにコピーす
ることができます。 また、障害管理ソフトウェア（Failure Management Software： FMS）の管理下にある複数のマシンを同一
のデータベース（それ自体クラスタ化されている可能性がある）に接続できるほか、同一の共有ストレージ サーバーに接続
して保管庫にアクセスすることもできます。

アクティブ/パッシブ クラスタリングは次のように動作します。クラスタ内のあるノードの StarTeam Server プロセスが起動
し、その構成のアクティブ ノードになります。 アクティブ ノードの IP アドレスは仮想的な "クラスタ アドレス" にマッピングさ
れ、それがクライアントの接続先アドレスになります。 アクティブ ノードに障害が発生した場合、FMS が次のようにフェイル
オーバを処理します。まず、パッシブ マシン上で StarTeam Server プロセスを起動し、それをアクティブ ノードにします。次
に、クラスタ アドレスを新しいアクティブ ノードの IP アドレスにマッピングし直します。 実行中のクライアントは接続解除メッ
セージを受け取った後、再接続する必要がありますが、ほとんどの場合、フェイルオーバは瞬時に行われるので、クライア
ントはすぐに再接続できます。

StarTeam 構成が複数ある場合は、マシンを 2 つずつ "ペア" にして、第 1 の構成のアクティブ ノードが第 2 の構成のパ
ッシブ ノードになるように（逆もまた同様）することができます。 したがって、どちらのマシンもアクティブ ノードとして使用さ
れますが、フェイルオーバ時に限り、1 つのマシンで両方の構成の処理をサポートする必要があります。 アクティブ/パッシ
ブ クラスタ構成の例を以下に示します。
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この例では、StarTeam 構成 Cfg1 および Cfg2 が "ペア" になっているので、構成ごとにアクティブ ノードとパッシブ ノード
が 1 つずつあります （図にはデータベース プロセスは示されていませんが、これもクラスタにデプロイされる可能性があり
ます）。
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サーバー管理
ここでは、サーバー管理者が使用する StarTeam 機能と概念に関する基本情報を提供します。

このセクションの内容

サーバー管理の概要

サーバー管理に関する概念を簡単に説明します。

サーバー管理者の前提条件

サーバー管理者向けのこのヘルプ システム作成の前提条件をいくつか示します。

サーバー構成の概要

サーバー構成の概要を説明します。

サーバー構成のガイドライン

StarTeam Server 構成の取り扱いに関するベスト プラクティスについて説明します。

監査ログ

StarTeam Server の監査機能について説明します。

StarDraw サンプル サーバー構成

StarDraw サンプル サーバー構成について説明します。これは、StarTeam Server に同梱されていますがインスト
ールは任意に行うものです。
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サーバー管理の概要
サーバーは、すべてのクライアント アプリケーションのデータを管理します。 サーバーを保守するのは、複雑なサーバー運
用を熟知したサーバー管理者です。 Cross-Platform Client などのクライアント アプリケーションは、サーバーに接続してデ
ータにアクセスします。 サーバーを最初にインストールしたサーバー管理者は、以下の操作の一部または全部を実行する
ことができます。

♦ サーバーのインストール

♦ サーバーの設定

♦ サーバーの登録（ライセンス取得）

♦ 新しいサーバー構成（サーバーのインスタンス）の作成と起動

♦ 新しいサーバー構成用の StarTeamMPX のセットアップ

♦ サーバー構成への新しいユーザーとグループの追加

♦ ディレクトリ サーバーのセットアップと、Borland LDAP QuickStart Manager を使ってのユーザーの追加

♦ 非 LDAP ユーザーのためのパスワード ポリシーのセットアップ

♦ サーバー構成のプロジェクトとビューの作成

♦ プロジェクトのアクセス権のセットアップ

♦ サーバー構成診断機能の有効化

♦ 電子メール通知のセットアップと、テキストまたは HTML ベースの独自の電子メール メッセージ テンプレートを使った
自動電子メール通知のカスタマイズ

♦ システム ポリシーのセットアップ（サーバー構成に関するパスワード、ログオン失敗、アクセス権、セキュリティ イベン
トの管理）

StarTeam Server 2009 より、サーバーは、新規ビューのデフォルトとして、"ファイル" タイプだけが事前選択された新規プ
ロジェクトを作成します。 プロジェクトを作成した後に、ユーザーはプロジェクト プロパティを変更できます。任意の新しいビ
ューに含めるアイテム タイプを変更できます。 ただし、ユーザーが変更しない場合は、デフォルトで、作成時に、新しいビュ
ーにはファイルだけが含まれます。

注: この変更は、既存のプロジェクトには影響ありません。 影響があるのは、新しい StarTeam Server 2009（または StarTeam
Server 2009 にアップグレードされた既存のサーバー）で作成された新しいプロジェクトだけです。 プロジェクト プロパテ
ィに他のアイテム タイプを追加する場合（ビューを作成した後）、親ビューに含まれるアイテムが取り込まれません（た
だし新しいビュー作成中は除く）。 ユーザーが以前のアイテムを新しいビューに導入する場合は、親ビューから再ベー
スによって取得する必要があります。

1 つのサーバーは任意の数のプロジェクトを管理できます。 各プロジェクトには 1 つのルート ビューと任意の数の子ビュー
があります。 ルート ビューと各子ビューは、それぞれが 1 つのアプリケーション フォルダをそのビュー用のルート フォルダ
として持ちます。 アプリケーション ルート フォルダは、任意の階層の子フォルダを持つことができます。 この階層のことを
フォルダ階層と呼びます。 管理者がプロジェクトを作成すると、そのプロジェクトのルート ビューと、ルート ビューのルート
フォルダが自動的に作成され、それらにはプロジェクトと同じ名前が付けられます。 たとえば、プロジェクトの名前が Great
App である場合、最初は、ルート ビューの名前は Great App に、ルート フォルダの名前も Great App になります（ただし、
管理者はこれらの名前を変更することができます）。

管理者が最初に行う作業は、サーバーのインストール、設定、および登録です。これらの作業については、『StarTeam イン
ストール ガイド』を参照してください。 次に、サーバーをインストールしたコンピュータ上にインスタンス（サーバー構成と呼
びます）を作成する必要があります。 管理者やチーム メンバがアプリケーションにアクセスするには、先にサーバー構成が
動作している必要があります。
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関連概念

サーバー構成の概要

電子メール サポートと電子メール通知のカスタマイズ

関連手順

StarTeam Server のライセンス登録

サーバー構成を作成する

ユーザーおよびグループを管理する

ディレクトリ サービス サポートを有効にする

パスワードを管理する

アクセス権とグループ特権を管理する

サーバー構成問題のトラブル シューティング
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サーバー管理者の前提条件
このヘルプ システムは、サーバー管理者が以下のことをよく理解していることを想定しています。

♦ リレーショナル データベースを作成し、修正する方法

♦ 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 システムの機能の取り扱い

♦ ソフトウェア構成管理の基本的な概念

また、このガイドではサーバー管理者が以下のことを守ることも想定しています。

♦ クライアントまたはサーバー管理ツールを使用する以外の方法で、データベースの内容を絶対に修正しないこと。 デ
ータベースの直接操作はサポート対象外であることにご注意ください。

♦ クライアントまたはサーバー管理ツールを使用する以外の方法で、データ保管庫ファイルを絶対に修正しないこと

関連概念

サーバー構成の概要

電子メール サポートと電子メール通知のカスタマイズ

関連手順

StarTeam Server のライセンス登録

サーバー構成を作成する

ユーザーおよびグループを管理する

ディレクトリ サービス サポートを有効にする

パスワードを管理する

アクセス権とグループ特権を管理する

サーバー構成問題のトラブル シューティング
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サーバー構成の概要
サーバーを使い始める前に、使用するデータベースの種類と、データベースおよびファイルのリビジョンを格納する場所を
決定する必要があります。 その後、少なくとも 1 つのサーバー構成（サーバーのインスタンス）を作成する必要がありま
す。 ここでは、サーバー構成とそのストレージ ハイブについて説明します。

サーバー構成

サーバー構成では、次の情報を定義します。

♦ サーバーへのアクセスに使われるエンドポイント（TCP/IP ポート）や暗号化レベルなどのオプション セット。

♦ プロジェクト データを保存するデータベースの場所、データベースの DSN、その他の関連情報。

♦ リポジトリと、リポジトリ関連フォルダの場所。

特定のサーバー構成に関連付けられるデータベースには、プロジェクトをいくつでも格納できます。 ただし、それらのプロジ
ェクトによって生成される大量のデータを格納できるように、データベースを正しく構成する必要があります。 StarTeam が
サポートする特定のデータベースに関する詳細については、『StarTeam インストール ガイド』（Install_ja.pdf）を参照してくだ
さい。

サーバー管理ユーティリティを使用して、サーバー構成を作成できます。 各サーバー構成では、データのリポジトリとしての
特定のデータベースを 1 つ定義します。 破損を防ぐために、そのデータベースは 1 つのサーバー構成としか関連付けるこ
とができません。 ただし、そのデータベースを他のアプリケーションから使用することはできます。 このアプリケーションで
はすべてのプロジェクトをサーバーに格納するため、サーバーには多数の サーバー構成が保存されている場合がありま
す。

既存のプロジェクトにアクセスするには、まず、該当するサーバー構成をシステムに追加する必要があります。 サーバーに
は、Cross-Platform Client や Web Client からアクセスできます。 各クライアントには、選択したサーバー構成にアクセスす
るためのユーザー名と適切なアクセス権が必要です。 企業またはチームによっては、1 台以上のコンピュータ上の、複数
のサーバー構成にデータを格納する場合があります。 これらの構成のいずれも、多数のクライアントからアクセス可能で
す。

同じコンピュータ上でサーバーの複数のインスタンスを実行できます。 たとえば同じコンピュータ上で、あるサーバー構成
を StarDraw サンプル プロジェクト用に実行し、別の構成をソフトウェア開発プロジェクト用に実行することができます。 そ
れぞれのサーバー構成は異なった名前と、それぞれのプロトコル用の異なったポートまたはエンドポイントを持ちます。 あ
る構成が使用中のとき、その構成を使用する別のセッションを開始することはできません。

サーバー構成を作成する前に、一意の構成名を決める必要があります。 名前では大文字と小文字が区別されません。ま
た、名前には、コロン（:）、バック スラッシュ（\）、スラッシュ（/）を含めることはできません。ただし、空白やアポストロフィ（'）
は含めることができます。

サーバーは、サーバー構成のリポジトリ パスとして指定された場所にサーバー ログ ファイルを保存します。 新しいサーバ
ー構成を初めて起動したときに、サーバーによって、この同じ場所に、Attachments フォルダ、HiveIndex、および他のフォル
ダが作成されます。 これらのフォルダは、サーバーによって管理されるので、削除できません。

ヒント: サーバー構成を作成したら、サーバー管理ユーティリティの サーバーの構成 ダイアログから Attachments フォル
ダへのパスを変更できます。

その他のサーバー構成設定は、いつ、どこで、どのようにして、また誰がデータにアクセスするかを制御します。 サーバー
構成に対して指定する初期設定の中には、そのサーバーを起動するために必要なプロパティがあります。 たとえば、サー
バーからデータベースへアクセスするのに必要なユーザー名とパスワードが正しくない場合、サーバーは実行されませ
ん。 サーバーを起動する前に、自分の環境の要件に合わせてこれらのプロパティを変更できます。

Native-II データ保管庫/ハイブ

新しいデータ保管庫アーキテクチャ（Native-II）が導入された StarTeam 2005 は、StarTeam 2005 以降で作成したすべての
サーバー構成や、StarTeam 2005 以降で Native-II 保管庫形式に変換したサーバー構成にさらなるスケーラビリティを提供
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します。 サーバー構成は、1 つ以上のハイブを持ちます。 ハイブとは、ファイルを入れておく論理的なディスク コンテナで、
アーカイブ領域とキャッシュ領域から構成されています。 アーカイブ領域は、フォルダ ツリー構成になっており、そこに一意
なファイル リビジョンが保管されます。 キャッシュ領域もフォルダ ツリーを構成しますが、ここには、圧縮していないファイ
ル リビジョンを一時的なものとして保管します。 ハイブでは、増大するストレージ容量、大きくなるファイル リビジョン、アー
カイブをストアする場所の増加、より早く、効率的なパフォーマンスに応えて、保持できるファイル数に制限はありません。 1
つのサーバー構成が複数のハイブを持つことも可能です。その場合、各ハイブがそれぞれに専用のアーカイブ パスとキャ
ッシュ パスを持ちます。

注: StarTeam では、ハイブには Native-II データ保管庫形式のみをサポートします。

サーバー構成のアーカイブ ファイルの保存に使用される初期ハイブは、サーバー構成と一緒に作成されます。 サーバー
構成を作成するときに、このハイブに、アーカイブ パスとキャッシュ パスを指定しなければなりません。 デフォルトのパスは
それぞれ、<リポジトリのパス>\DefaultHive\Archives と <リポジトリのパス>\DefaultHive\Cache です。 これらの
パスは、必要であれば、後からサーバー管理ユーティリティの ハイブ マネージャ ダイアログで変更できます。

Native-II データ保管庫は、各ファイルのリビジョン全体を保存します（アーカイブ ファイルは圧縮されます）。 ただし、保存
にはハイブを使用するので、リビジョンが複数のボリュームに渡っていてもかまいません。 1 つのハイブが一杯になった場
合は、別のハイブを追加できます。このため、データの場所を変更したり、アーカイブ ファイルを移動する必要がありませ
ん。 1 つのサーバー構成が複数のハイブを持つ場合、サーバーは各ハイブに順番にファイルを追加していって、一巡した
ら再び最初のハイブのアーカイブ パスを使用します。 Native-II データ保管庫の詳細については、『StarTeam インストー
ル ガイド』（Install_ja.pdf）を参照してください。

StarTeam 2005 以降でサーバー構成を作成すると、少なくとも 1 つのハイブ（デフォルトまたはカスタムハイブ）が自動的に
作成されます。 サーバー構成で利用可能な領域を増やすには、ハイブ マネージャを使って、1 つ以上のハイブを追加しま
す。 サーバー構成が実行中でもハイブを作成できます。サーバー構成は既に（少なくともリポジトリ パス内のデフォルト ハ
イブへの）初期パスを持っているからです。 ハイブ マネージャの主な目的は、既存の 2005 以降のサーバー構成用に新規
ハイブを作成し、利用可能な領域を増やすことです。

関連概念

データの保管場所

関連手順

サーバー構成を作成する

データ格納オプションを設定する

サーバー構成での作業
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サーバー構成のガイドライン
初期計画策定の観点では、組織が下すべき最も重要な決定の 1 つは、使用する StarTeam 構成の数です。 複数の StarTeam
Server にプロジェクトを分散させると管理コストは増大しますが、プロジェクトの独立性が高まり、パフォーマンスとスケーラ
ビリティが向上します。 前もってプロジェクトの伸びを見積もり相互依存性を考慮に入れておくことで、大きくなりすぎた構成
を分割しなければならないという事態を避けることができます。 以下では、組織のサーバー配置計画を立てる際に考慮す
べき戦略をいくつか示します。

共有サーバー構成のメリット

プロジェクト間で同じ構成を共有するメリットは以下のとおりです。

♦ トランザクションの整合性： 1 つの構成で単一のデータベースが使用されるため、同じ構成内のデータはすべてトラン
ザクション的に一貫性があります。 すなわち、構成はデータ一貫性の境界を表しています。 構成をバックアップして
後で復元した場合、その構成内の情報はすべて、同じ時点の状態に復元されます。

♦ リンク： 同じ構成内のアイテムは、たとえ異なるプロジェクトにあっても、リンクすることができます。 StarTeam では現
在、構成をまたがるリンクをサポートしていません。

♦ 共有と移動： 同じ構成内では、アイテムの共有や任意のフォルダ、ビュー、プロジェクトへの移動が可能です。 構成
の境界をまたがるアイテムの移動や共有はサポートされていません。

♦ 管理の簡単さ： ユーザーやグループの追加、セキュリティの適用、バックアップの実行などの管理作業は構成レベル
で行われます。

♦ カスタマイズ内容の共有： フィルタ、クエリ、カスタム フォーム、ワークフローなどの多くの StarTeam リソースは、構
成レベルで定義でき、すべてのプロジェクトで共有できます （ただし、カスタム フォームとワークフローはプロジェクト
ごとやビューごとにカスタマイズすることもできます）。

♦ サーバー コンポーネントの共有： 同じ構成内のデータはすべて、ただ 1 つのサーバー プロセス、データベース、デ
ータ保管庫、ルート Cache Agent を利用します。 新しいサーバーサイド コンポーネントを追加しなくても、新しいプロ
ジェクトを動的に追加することができます。

個別サーバー構成のメリット

プロジェクトが構成ごとに個別に存在するメリットは以下のとおりです。

♦ パフォーマンス： 大規模な構成ほど、起動に時間がかかり、使用するリソースが多く、そしてコマンドからの応答が大
きくなりがちです。 逆に、小規模な構成ほど、データと同時使用ユーザーが少ないため、その点ではパフォーマンス
がよい傾向があります。

♦ 規模拡大の管理： 最初のうち複数の構成を単一のマシンに配置した場合でも、必要なら各構成を専用のマシンにた
やすく移行することができます。

♦ 保守スケジュール： 別々の構成を互いに独立に起動し、パッチのインストールやハードウェアのアップグレードなどの
ために互いに独立に停止することができます。 構成がオフラインになると、そこに含まれているすべてのプロジェクト
は利用できなくなります。

♦ カスタム フィールド： カスタム フィールドは "タイプ" レベルで追加され、そのスコープは構成レベルになります。 つま
り、CR（変更要求）にカスタム フィールドを追加すると、現在の構成に含まれているすべての CR がそのフィールドの
値を持つようになります。 したがって、カスタム フィールドに対する異なるチームや事業単位の関心が競合する場
合、それぞれのプロジェクトを別々の構成に配置することをお勧めします。

サーバー構成に関するその他の考慮事項

以降のセクションでは、組織のサーバー配置計画を立てる際にさらに考慮すべき付加的要因について説明します。
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事業単位での分割

複数の事業単位で専用の StarTeam プロジェクトが必要なときは、組織の境界に従って StarTeam Server を定義すると、
多くの場合うまくいきます。 つまり、主要な事業単位すなわち部門ごとに個別に StarTeam Server を配置し、それぞれが専
用のプロジェクトにアクセスできるようにするのです。 事業単位の境界に従って分割することで、セキュリティやバックアッ
プ プロセスなどの管理上の問題に関する個別の（時に競合することがある）要件が切り分けられます。 また、別個のサー
バーにすることは、所有や "縄張り" の問題を軽減する上でも役に立ちます。

開発ライフサイクル プロセスが複数のサーバー構成にまたがる場合、クライアントは複数のプロジェクトを単一の StarTeam
クライアントで開くことができます。 プロジェクト間で相互に関係のある成果物を "配置" する方法を用いて、構成をまたが
るインテグレーションのニーズに対処することもできます。

StarTeam の分散チーム サポート機能の活用

同じ成果物にアクセスする必要があるチーム メンバは、単一の StarTeam Server を共有しなければなりません。 チームが
地理的に分散しているからというだけで StarTeam Server を分割する必要はありません。 StarTeam は分散チームでもう
まく働くように設計されています。 StarTeam では、MPX のパブリッシュ/サブスクライブ型メッセージングと Cache Agent を
用いた一元構成アプローチに重点を置いて、分散チームをサポートしています。

内部/外部アクセス用パーティションの回避

多くの場合、社内ファイアウォールの内側に位置するチームも外側に位置するチームも同じ StarTeam 構成にアクセスする
必要があります。 このような場合によく行われるのは、StarTeam Server プロセスをファイアウォールの DMZ 領域に配置
し、データベース サーバーとストレージ サーバーをファイアウォールの後ろに置くという方法です。 ファイアウォールの機能
によっては、StarTeam Server の専用ポートを構成する方が妥当な場合もあります。 あるいは、2 枚のネットワーク インタ
ーフェイス カード（NIC）を "外向き" と "内向き" に 1 枚ずつ StarTeam Server マシンにインストールすることもできます。
この場合、StarTeam では、接続のセキュリティに関するさまざまな要件に合わせて、特定の着信 IP アドレス（またはアドレ
ス範囲）を構成することができます。

StarTeam では、コマンド API 向けに SSL に似た暗号化を提供して、クライアント/サーバー トラフィックの盗聴を防いでい
ます。 MPX Message Broker と Cache Agent のトラフィックもすべて暗号化されており、パブリック リンクを介してやり取りさ
れるデータは非公開になっています。 アクセスを特定のチームに制限する場合は、参照ビューまたは StarTeam のセキュ
リティ ACL を使用して、特定のプロジェクト、ビュー、フォルダ、さらには個々の成果物へのアクセスを制限することができま
す。 強力なパスワード管理や自動アカウント ロックアウトといったその他のセキュリティ機能により、内部ユーザーにも外部
ユーザーにも同じ StarTeam 構成を使用できる可能性がさらに高まります。

規模拡大への備え

作成する StarTeam 構成の数を計画する際には、少なくとも 3 ～ 5 年といった長い目で見てください。 同時使用ユーザー
数の見積もりが可能な場合は、それがキャパシティ プランニングの最適な評価尺度になります。 今日のハードウェア（4 基
の CPU と 4 GB のメモリ）であれば、StarTeam は最大 300 人の同時使用ユーザーに難なく対応します。 中には、同時使
用ユーザー数が最大 400 人を超える構成を持つ顧客もいますし、ある顧客などは同時使用ユーザー数が 600 人に達する
ことがありました。 しかし、これらの同時使用レベルでは、アプリケーションのタイプが重要になります（すなわち、バッチ ア
プリケーションはオンライン クライアントよりも要求量が多い傾向があります）。 同時使用ユーザー数が 300 人の場合でさ
え、相当数のユーザーが要求量の高いアプリケーションを実行すれば、応答性が受け入れがたいほど下がることがありま
す。

構成のスケーラビリティを評価するもう 1 つの方法は、コマンド レートを用いることです。 サーバーのトレース機能を利用す
ることで、既存の構成のコマンド レートを測定することができます。 StarTeam Server は、毎時 200,000 ～ 300,000 コマン
ド（毎秒 56 ～ 83 コマンド）というコマンド レートでも十分なパフォーマンスを出せるようにチューニングすることができま
す。 （低レイテンシの）よいネットワーク インフラストラクチャでは、毎時 400,000 （毎秒 111）以上というコマンド レートでも
十分なパフォーマンスが出ることが観察されています。 これよりも高いレートで単一構成を動かそうとすると、応答時間が
受け入れがたいほど長くなる傾向があります。

ユーザーの同時使用率やコマンド レートを見積もれない場合は、"定義済み" ユーザー数を使用できますが、定義済みユ
ーザー数だけを使用すると、サーバーの負荷は予測しにくくなります。 地理的に分散したユーザー コミュニティでは通常、
定義済みユーザー数と同時使用ユーザー数の比はおよそ 10:1 です。 そのため、指名ユーザー数が 1,000 人の場合、ピ
ーク時の同時使用ユーザー セッション数は約 100 になると予想されます。 ユーザーが 1 つまたは 2 つのタイム ゾーンに
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集中するような分散度の低いトポロジでは、定義済みユーザー数と同時使用ユーザー数の比は 5:1 に近くなるものと思わ
れます。 もっとよいデータがなければ、これらの近似値を用いて、ピーク時の同時使用ユーザー率を見積もってください。

3 ～ 5 年分の見積もりができたら、ユーザー コミュニティへの対応に必要な StarTeam 構成の数がわかるはずです。

関連概念

サーバー構成の概要

関連手順

サーバー構成を作成する

Vault Verify ユーティリティを用いてファイル リビジョンを検証する

削除済みのビューをサーバー構成から完全削除する

65



監査ログ
デフォルトでは、StarTeam Server は監査ログを生成するよう自動的に構成されます。 このオプションをアクティブにする
と、StarTeam Server は、プロジェクトの監査イベントをサーバー構成データベースに記録します。 たとえば、変更要求が作
成されたり、ファイルが追加されると、ログが記録されます。 クライアントから監査ログ エントリを表示できるようにするに
は、上部ペインの [監査] タブを選択します。 この操作は、サーバー構成が実行中の場合のみ実行できます。

時間順に記録される監査ログには、フォルダ、ファイル、要件、変更要求、タスク、あるいはトピックに対して実行されたアク
ションについてのデータが蓄積されます。 各ログ エントリは、アクションを実行したユーザー、アクションが実行された日付
と時刻、クラス名（アイテムのタイプ）、イベント（アクションのタイプ）、ビュー名、およびプロジェクト名を示します。 フィルタや
クエリを使用することで、特定のアイテムを持つエントリをすべて探し出すことができます。

大半のアイテムの場合、イベントとして使用される可能性があるのは、added（追加）、branched（分岐）、commented（コメン
ト）、created（作成）、deleted（削除）、modified（変更）、moved from（～からの移動）、moved to（～への移動）、および shared
（共有）です。 ファイルの場合は、さらに、converted（変換）、edited（編集）、item overwritten（アイテム上書き）、locked（ロ
ック）、lock broken（ロック中断）、および unlocked（ロック解除）もイベントとして使用される場合があります。 ログ エントリ自
体の移動、共有、変更、あるいは分岐はできません。 メイン ウィンドウの [監査] タブにエントリが表示されない場合は、管
理者が監査ログ機能を無効にしてある可能性があります。

関連手順

監査ログを有効または完全削除する
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StarDraw サンプル サーバー構成
StarTeam には、StarDraw という名前のサンプル 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。 ほかにも、StarFlow Extension プロジェクトが含まれています。 『StarTeam Getting Started ガイド』を読み、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、操作を習得することができるでしょう。

StarTeam Server 2009 より、サーバーは、新規ビューのデフォルトとして、"ファイル" タイプだけが事前選択された新規プ
ロジェクトを作成します。 プロジェクトを作成した後に、ユーザーはプロジェクト プロパティを変更できます。任意の新しいビ
ューに含めるアイテム タイプを変更できます。 ただし、ユーザーが変更しない場合は、デフォルトで、作成時に、新しいビュ
ーにはファイルだけが含まれます。

メモ： この変更は、既存のプロジェクトには影響ありません。影響があるのは、新しい StarTeam Server 2009（または
StarTeam Server 2009 にアップグレードされた既存のサーバー）で作成された新しいプロジェクトだけです。 プロジェクト プ
ロパティに他のアイテム タイプを追加する場合（ビューを作成した後）、親ビューに含まれるアイテムが取り込まれません
（ただし新しいビュー作成中は除く）。 ユーザーが以前のアイテムを新しいビューに導入する場合は、親ビューから再ベー
スによって取得する必要があります。

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される
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。 インストール中、以下の処理が行われます。

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

♦ StarTeam Server 2009\Samples\StarDraw Repository\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。

注: starteam-server-configs.xml ファイルにおける、StarDraw Repository 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。

関連手順

監査ログを有効または完全削除する
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UI ツアー
StarTeam のユーザー インターフェイスに関する概念を説明します。

このセクションの内容

サーバー管理ツール

サーバー管理ツールのユーザー インターフェイスについて説明します。

[VCM のカスタマイズ] ツール

ビュー比較/マージのタイプを管理者がカスタマイズできる [VCM のカスタマイズ] ツールについて説明します。

オンライン完全削除ツール

このトピックでは、サーバーの動作中に、削除されたビューやデータを管理者が完全削除できるオンライン完全削
除ツールの UI について説明します。
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サーバー管理ツール
サーバー管理ツールのユーザー インターフェイスについて説明します。

サーバー管理ツールのユーザー インターフェイス

サーバー構成を管理する必要がある場合は、サーバー管理ツールを使用します。 サーバー管理ツールは、管理者がサー
バー構成と、そのアクセス先のリポジトリを作成したり管理するための Java アプリケーションです。 これは、StarTeam Server
と一緒に自動的にインストールされ、StarTeam Server が実行されているコンピュータからのみ実行できます。 このツール
は、サーバーの starteam-server-configs.xml にアクセスできるので、サーバー側から、ローカルおよびリモートの両方
の構成を管理できます。

カスタム インストールを選択すると、クライアントと一緒にこのツールをインストールすることもできます。 ただし、クライアン
トからこのツールを使って管理できるのは、リモートのサーバー構成のみです。 サーバー管理ツールを利用すると、管理者
は、リモートまたはローカルのサーバー構成に対して、次の操作を含むすべての操作を実行できます。

♦ サーバー構成の作成、有効化、無効化、および削除

♦ サーバー構成のセッション オプションの表示と変更

♦ サーバー構成の起動と停止

♦ サーバー構成の Windows サービスとしての設定と削除

♦ このコンピュータで実行中のすべてのサーバー構成の状態と実行モードの確認

♦ ハイブ マネージャへのアクセス

サーバー管理ツールがインストールされているクライアントからは、リモートのサーバー構成に対して以下の操作を実行で
きます。

♦ 別ユーザーとしてのサーバーへのログイン
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♦ ユーザー アカウントの追加と管理

♦ サーバー構成に対するセキュリティ ポリシーの設定

♦ サーバー構成に対するアクセス権のユーザーやグループへの割り当て

♦ サーバー構成への接続の追加、変更、削除

♦ サーバー構成の構成オプションの設定と変更

♦ サーバー ログ ファイル（Server.locale.Log）の表示

♦ サーバー構成のロックとロック解除

上の図に示したコンポーネントについて、以下で説明します。

メイン メニュー

メイン メニューは、サーバー、アクション、ツール、ヘルプ メニューから構成されています。 ツール メニューには、管理コマ
ンドとユーザー アカウント コマンドに分かれたカスケード メニューがあります。

サーバー構成のステータスによって、サーバー管理ツールのメニュー コマンドは有効または無効になります。 たとえば、サ
ーバー構成が実行されていない場合、サーバー管理ツールの アクション    別のユーザーでログオン、アクションサーバー
の停止 メイン メニュー コマンドは無効になります。

ツールバー

ツールバーには、サーバー メニューと アクション メニューに対応するメイン メニュー コマンドの中で、頻繁に使われるもの
に対応するボタンが配置されています。 ツールバー ボタンの上にマウスを置くと、説明テキストが表示されます。 サーバ
ー構成のステータスによって、サーバー管理ツールのツールバー ボタンは有効または無効になります。

サーバー ペイン

サーバー ペインには、starteam-servers.xml  ファイルに存在するサーバーが一覧表示されます。 サーバー    サーバ
ーの追加... を選択し、サーバーの追加 ダイアログ ボックスを使って追加処理を実行すると、このファイルが更新されます。

ショートカット ペイン

ショートカット ペインには、ツール メニューの下のカスケード メニューに対応する管理コマンドとユーザー アカウント コマン
ド用のクイック アクセス ボタンが表示されます。 ショートカット ペインは、管理 領域と アカウント 領域に分かれており、こ
れを利用して、頻繁に使われるメイン メニュー コマンドにアクセスできます。

表示ペイン

[ツール] のカスケード メニュー、またはショートカット ペインのクイック アクセス ボタンからメイン メニュー コマンドにアクセ
スすると、表示ペインに、これらのコマンド用のダイアログ ボックスが表示されます。サーバー管理ツール

ヒント: サーバー管理ツール ウィンドウを拡張すると、表示ペインのダイアログ ボックスも大きくなります。

関連概念

各製品のドキュメントの場所

StarTeam 製品概要
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[VCM のカスタマイズ] ツール
サーバー管理 ウィンドウの VCM のカスタマイズ ツールでは、管理者がデフォルトのマージ タイプ（再ベース、プロモート、
複製、比較）に基づいてビュー比較/マージの新しいカスタム タイプを作成できます。 管理者は、サーバー レベル、ビュー
レベル、あるいはプロジェクト レベルで、特にそのコンテキストのユーザーがどのマージ タイプを使用できるかを指定でき
ます。 管理者はまた、セッションで見つかる差分タイプごとにデフォルトのマージ アクションを指定することもできます。

VCM のカスタマイズ ツールを使用すると、管理者は ビュー比較/マージ ウィザード での VCM 操作の設定を前もって行う
ことによりビュー比較/マージのプロセスを簡略化でき、VCM セッションを開始するためにユーザーが ビュー比較/マージ
ウィザード のオプションをすべて確認し設定しなくてもよくなります。 デフォルトのマージ アクションの設定とともに、管理者
はユーザーに表示する 含めるタイプ と VCM オプション の種類を指定することもできます。

注: VCM のカスタム マージ タイプを作成するには、まず、StarFlow Extensions プロジェクトをサーバー上に作成する必要
があります。 StarFlow Extensions プロジェクトを最初に作成してから、Projects フォルダをビューのルート フォルダに
作成します。 作成しない場合は、VCM のカスタマイズ ツールで保存操作が失敗します。

[VCM のカスタマイズ] の UI

以下は、サーバー管理ツールにおける新しい [VCM のカスタマイズ] タブです。
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利用可能なマージ タイプ

管理者は、サーバー レベル、プロジェクト レベルやビュー レベルなどのコンテキスト レベルで利用可能なカスタム マージ
タイプの種類を制御できます。 VCM のカスタマイズ ツールには、サーバーから各サーバーのプロジェクトやビューまでを
表す階層のコンテキスト ツリーがあります。 カスタム マージ タイプはコンテキスト ツリーのそれぞれの該当レベルに個別
に追加されます。

利用可能なマージ タイプ ツリーでは、次の事項が該当します。

♦ アイコンの付いたノードが、コンテキスト ノードでサーバー レベル、プロジェクト レベル、およびビュー レベルを表しま
す。

♦ 太字テキストのノードは対象コンテキストにあるときに、ユーザーが利用可能なマージ タイプの種類を定義します。

デフォルトでは、StarTeam により、現在のビューでの機能に対する設定が見つからない場合は、親のビューでツリーを検
索します。 親のビューに設定がない場合は、サーバー レベルに到達するまで、ツリーの上位レベルに移動して続行しま
す。 カスタム マージ タイプを特定のコンテキストのビュー ノードに追加するとき、配下にあるすべての子ノードで利用可能
になります。
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注: 利用可能なマージ タイプ ツリーのレベルに特定のマージ タイプを追加すると、そのレベルの VCM セッションの ビュー
比較/マージ ウィザード で、明示的に追加されたマージ タイプのみを利用できます。 デフォルトのマージ タイプも利用
できるようにする場合は、個別にそのマージ タイプをレベルに追加する必要があります。 親のマージ タイプを使用 ボ
タンを使用すると、レベルで親のマージ タイプのみを使用するように簡単にリセットします。

コンテキスト レベルにマージ タイプを追加した順序で、ビュー比較/マージ ウィザード で表示されます。 利用可能なマー
ジ タイプ ツリーの右にある 上へ移動 や 下へ移動 矢印で順序を変更できます。

差分タイプのデフォルト アクション

VCM セッションの比較フェーズで、VCM ですべての差分を解決するために、選択されたマージ タイプに対するデフォルト
のマージ アクションを使用します。 サーバー管理者は各差分タイプに対して VCM が実行するデフォルト アクションの種類
を制御できます。 マージ アクション セクションでは管理者が デフォルト アクション 列のドロップダウン リストから別のアク
ションを選択することにより、実行するデフォルト アクションを変更できます。

注: 親のデフォルト アクションから変更したマージ アクションは赤字のテキストで表示されます。

含めるタイプ

ビュー比較/マージ ウィザード の 選択したアイテムを含む ページでは、VCM セッションに含めるアイテムのタイプをユーザ
ーが制限できます。 VCM のカスタマイズ ツールにある 含めるタイプ セクションで特定のアイテム タイプのチェック ボック
スをオンにすることにより、ビュー比較/マージ ウィザードでユーザーが選択するために表示されるアイテム タイプをサーバ
ー管理者がカスタマイズできます。

オプション

オプション セクションで、ビュー比較/マージ ウィザード の オプションの設定 ページでデフォルトとして表示する比較/マー
ジの開始オプションの種類を管理者が指定できます。 ウィザードのこのページで選択したオプションは、VCM セッションが
比較フェーズを開始したときに実行されます。
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オンライン完全削除ツール
このトピックでは、サーバーの動作中に、削除されたビューやデータを管理者が完全削除できる、サーバー管理 ウィンドウ
のオンライン完全削除ツール UI について説明します。 完全削除プロセスでは、データベースから必要のないデータを削除
し、データ保管庫から削除されたアーカイブを除外します。 この操作はサーバー構成の実行中にしか行うことができませ
ん。

オンライン完全削除 ツールには、単なる 開始/停止 ボタンと下半分にログ内容ペインがあります。ここにはデータが削除
される完全削除の進捗が表示され、いつでも表示を更新できます。

次に示すのは、オンライン完全削除ツールの 3 段階の画像です。
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オンライン完全削除準備完了
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オンライン完全削除実行中
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オンライン完全削除完了
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関連概念

オンライン完全削除

関連手順

オンライン完全削除を開始または停止する
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概念
ここでは、概念について説明します。

このセクションの内容

サーバー管理

サーバー管理に関する概念について説明します。
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サーバー管理
サーバー管理に関する概念について説明します。

このセクションの内容

セキュリティ戦略の概要

アクセス権の種類と採用可能なセキュリティ戦略について説明します。

パスワードの使用

サーバー構成へのアクセスをコントロールするためパスワードを作成し、使用する方法を説明します。

サーバー タイムアウト オプション

ログオン シーケンス、非アクティブ時、サーバー再接続、ログオンのタイムアウトオプションについて説明します。

オンライン完全削除

削除されたデータの完全削除（サーバー動作中）に関する情報について説明します。

アクセス権付与

アクセス権付与に関する概念について説明します。

データの保管場所

StarTeam がデータを格納する場所に関する概念について説明します。

ユーザーとグループの構成の概要

StarTeam Server でのユーザーとグループの構成に関する概念を説明します。

パスワード認証用 LDAP

Borland LDAP QuickStart Manager ディレクトリ サービスを使用したパスワード認証について説明します。

サーバー構成のガイドライン

StarTeam Server 構成の取り扱いに関するベスト プラクティスについて説明します。

アトミック チェックイン

StarTeam でアトミック チェックインがどのように動作するかを説明します。

ファイル リビジョン検証のためのデータ保管庫検証

データ保管庫に使用する Vault Verify ユーティリティの概要を説明します。

チェックアウト トレース ユーティリティを使ったチェックアウト操作のデータのトレース

このトピックでは、チェックアウト トレース ユーティリティの目的について説明します。

セキュリティ ログ

StarTeam でアクティビティの追跡とトラブルシューティングのために生成される 3 種類のセキュリティ ログについ
て説明します。

初期化ファイルの概要

さまざまな初期化ファイルの目的について説明します。

テスト サーバーの利用

テスト サーバー使用の利点について説明します。

バックアップ

バックアップの実行に関する概念について説明します。

カスタマイズ

カスタマイズに関する概念を説明します。

電子メール サポートと電子メール通知のカスタマイズ

電子メール通知のカスタマイズと電子メール サポートの概念について説明します。
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セキュリティ戦略の概要
クライアントは、デフォルトではすべてのユーザーがあらゆるアイテムにアクセスできます。 管理者は、ユーザーによる誤っ
た削除やその他の問題が発生するのを防ぐために、できる限り速やかにアクセス権を設定しなければなりません。

以下のセクションでは、アクセス権について説明し、一般的なセキュリティ ガイドラインを示します。

♦ 一般的なセキュリティ ガイドライン

♦ サーバー レベルのアクセス権

♦ プロジェクト レベル、ビュー レベル、フォルダ レベル、およびアイテム レベルのアクセス権

♦ コンポーネント レベル、フィルタ レベル、およびクエリ レベルのアクセス権

♦ プロモーション状態のアクセス権

一般的なセキュリティ ガイドライン

ボーランドでは、アクセス権の扱いに慣れるまでは、ここで示すセキュリティ ガイドラインに従うことをお勧めしています。

StarTeam Server の場合

サーバーでは、各サーバー構成に対して、その構成の実行中に [ユーザー マネージャ] ダイアログからユーザーとグルー
プを作成することができます。 以下のガイドラインに従います。

♦ All Users グループ、Administrators グループ、System Managers グループ、および Security Administrators グルー
プの特権は変更しないでください。

♦ Administrators グループの下にグループを追加することは避けてください。

♦ 必要なグループは、All Users グループの下か、または新規作成したグループの下に作成します。 たとえば、必要と
なるグループとしては、Developers、Testers、Writers などが考えられます。

♦ ユーザーを作成し、それをグループに割り当てます。 Administrator がロックアウトされた場合の対策として、少なくと
も 2 人のユーザーを Administrators のメンバにしてください。

クライアントの場合

以下のガイドラインに従います。

♦ アクセス権は許可するだけでなく禁止することもできますが、許可のみ行うようにするのが最もよい方法です。

♦ 権利を禁止する場合は、以下の規則の両方を遵守してください： a) アクセス権ダイアログのどのノードでも、決して禁
止レコードだけを持たせることはしないこと。また、b) そのノードでの禁止レコードはすべて、必ずそのノードでのどの
許可レコードよりも前に置かれていることを常に確認すること。

♦ どれかのノードでアクセス権を設定する際には、そのノードでアクセス権を（個人的にもグループでも）与えられていな
いユーザーは、そのノードに対するそのレベルでのすべてのアクセスを拒否されるということを念頭に置いて作業して
ください（ただし、該当ユーザーが特権によってアクセスを許可される場合はこの限りではありません）。

♦ まず、プロジェクト レベルでアクセス権を設定します。 すべてのノードで、すべてのグループ（ただし All Users グルー
プを除く）に対して権利を設定します。 このレベルでのノードには、[プロジェクト]、[ビュー]、[プロモーション状態]、[子
フォルダ]、[ファイル]、[変更要求]、[要件]、[タスク]、[トピック] があります。 使用しているクライアントのバージョンに
よっては、これらのノードすべては表示されない場合もあります。 このレベルでアクセス権を設定するのが最も重要
なノードは、[プロジェクト] ノードと [ビュー] ノードです。 このレベルでの [プロジェクト] ノードは、プロジェクトのアクセ
ス権を設定できる唯一の場所です。 [ビュー] ノードでは、すべてのビューに対するビュー レベルのアクセス権を設定
します。 新規作成されたビューは、ここですべてのビュー用に設定されたビューアクセス権のみで開始します。 初期
設定では、ビュー レベルのアクセス権は一切設定されていません。
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♦ 次に、ビュー レベルでのアクセス権を設定します。 すべてのノードで、このレベルでアクセスする必要のあるすべて
のユーザーおよび/またはグループに対して権利を設定します （このレベルでのノードには、[ビュー]、[プロモーショ
ン状態]、[子フォルダ]、[ファイル]、[変更要求]、[要件]、[タスク]、[トピック] があります）。

♦ フォルダ レベルでのアクセス権の設定は、本当にそのフォルダに対してアクセス権を設定する必要がある場合にの
み行います。 フォルダを移動または共有して、それが新しいビューに入れられたときには、これらの設定値もフォル
ダと一緒に移動します（ただし、新しいビュー内でフォルダが分岐するまでの間のみ）。 フォルダが分岐するのはその
プロパティが変更された場合だけであり、一般に、フォルダのプロパティが変更されることはほとんどにありません。

♦ ルート フォルダに設定された権利はプロジェクト レベルやビュー レベルでの設定と競合する場合があるので、ルー
ト フォルダにアクセス権を設定することは避けてください。

♦ アイテムにはアクセス権を設定しないでください。 アイテムを移動または共有して、それが新しいビューに入れられた
ときには、これらの設定値もアイテムと一緒に移動します（ただし、新しいビュー内でアイテムが分岐するまでの間の
み）。

サーバー レベルのアクセス権

サーバー レベルのアクセス権は、ユーザーが、サーバー構成の変更、ログの表示といった、サーバーの管理操作を実行
することを許可します。 サーバー レベルでのその他の権利としては、プロジェクトの作成、カスタム フィールドの作成、コン
ポーネント レベルのアクセス権の管理、Notification Agent に固有の特定の操作の実行などを行うための権利がありま
す。

ユーザーやグループに割り当てるサーバー レベルのアクセス権は、そのユーザーまたはグループが対象となるサーバー
構成内で該当操作を実行することを許可します。 サーバー レベルのアクセス権には、サーバー構成が実行されているとき
にどのユーザーがプロジェクトを作成できて、どのユーザーができないのかを決定するものもあります。

注: サーバー レベルのアクセス権は、サーバーが実行中である場合に限り割り当てることができます。

デフォルトでは、Administrators グループには、プロジェクト関連のすべての権利とサーバー関連のすべての権利が割り当
てられています。 そして、All Users グループに、プロジェクトを作成する権利と、サーバー構成やサーバー ログを表示する
権利が与えられています。

プロジェクト レベル、ビュー レベル、フォルダ レベル、およびアイテム レベルのアクセス権

最初は、プロジェクト、ビュー、フォルダ、またはアイテムを表示することができるユーザーは誰でも、表示したものへのアク
セス権を設定することができます。 プロジェクト レベル、ビュー レベル、フォルダ レベル、およびアイテム レベルの権利
は、すべて階層構造状に機能し、グループ特権によっても影響されます。

ユーザーは、サーバー構成にログオンしたときに、ユーザー名によって識別され、なおかつ所属するグループのメンバとし
て識別されます。 この識別情報は、各ユーザーのアクセストークンとして保存されます。 ユーザーがオブジェクト（プロジェ
クト、ビュー、フォルダ、アイテムなど）に対して何らかの操作を実行しようとしたときには、このアクセストークンが調べら
れ、操作対象のオブジェクトに対してそのユーザーが持つアクセス権がチェックされます。

オブジェクトのアクセス権とトークンの決定

StarTeam Server でのアクセス権のチェックは、階層状に行われます。 オブジェクトに対するアクセス権の設定は、サーバ
ー管理ツールで ツール    アカウント    システム ポリシー と選択して表示される システム ポリシー タブから始めます。

同様に、特権が無視されるように設定していない限りは、グループに与えられた特権が、他の場所で設定されたどのアクセ
ス権よりも優先されます。 特権とは、グループのプロパティ ダイアログの 特権 タブで設定されるグループ プロパティで
す。

ユーザーには、自分が所属するグループに与えられているのと同じ特権が与えられます。 ユーザーが 2 つのグループに
属しており、片方のグループではある特権が与えられていて、他方のグループではその特権が拒否されている場合、その
ユーザーが所属するグループの少なくとも 1 つがその特権を持っているという理由で、そのユーザーにはその特権が与え
られます。
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クライアントは、特権をチェックした後、個々のオブジェクトに対して与えられているアクセス権をチェックします。 プロジェク
ト、ビュー、フォルダ、および個々のアイテムの アクセス権 ダイアログでの設定値により、ユーザーやグループにそのレベ
ルでの操作の実行が許可されたり禁止されたりします。

注: あるレベルの アクセス権 ダイアログで、どれかのユーザーまたはグループに何かの権利を与えると、その結果とし
て、そのレベルで権利を与えられていないユーザーに対しては権利が拒否されるようになります。 最終的には、対象と
なるオブジェクトを表示することができて、禁止レコードにより操作の実行を明示的に禁止されていない限り、ユーザー
は、個人として許可されているのかどれかのグループのメンバとして許可されているのかに関わらず、許可レコードで
許可されているすべての操作を実行できます。 唯一の例外は、特権に伴って発生します。

以上をまとめると、クライアントは以下のチェックを行い、ユーザーが操作を実行できるかどうかを判断します。

1 ユーザーが必要な特権を持つグループに所属しており、特権が無視されるように設定されていなければ、オブジェクト
へのアクセスが許可されます。 特権は、それが無視されるように設定されていない限りは、オブジェクトに設定されて
いるどのアクセス権よりも優先されます。 必要な特権を持つグループに属しているユーザーは、クライアント内で個別
には禁止されているアクセスも許可されます。

2 ユーザーまたはユーザーが属するどれかのグループに、操作対象となっているオブジェクトに対する必要なアクセス
権が与えられていれば、オブジェクトへのアクセスが許可されます。 オブジェクトにアクセス権が設定されていて、それ
が十分ではない場合、ユーザーはアクセスを拒否されます。

3 オブジェクトにアクセス権が一切設定されていなければ、クライアントは 1 つ高いレベルのアクセス権をチェックしま
す。 たとえば、ファイル、変更要求、トピック、タスク、子フォルダなどに対する操作の場合は、親フォルダのアクセス権
がチェックされます。 ルート フォルダに対する操作の場合は、ビュー レベルのアクセス権がチェックされます。 ビュー
に対する操作の場合は、プロジェクト レベルのアクセス権がチェックされます。 操作がプロジェクトの作成である場
合、サーバーのアクセス権がチェックされます。

4 どのレベルでもアクセス権が設定されていなければ、アクセスは許可されます。

管理者は、サーバー構成の システム ポリシー ダイアログにあるオプションを設定することにより、グループ特権を無効化
することができます。 このオプションは、リポジトリ内のあらゆるオブジェクトへの各ユーザー（管理者も含む）からのアクセ
スをチェックする際に使用される手順を変更するため、変更に当たっては十分な注意が必要です。 特権が無視されるよう
に設定すると、リポジトリ内のオブジェクトに対する操作を誰が実行できて誰が実行できないかは、アクセス権によってのみ
決定されるようになります。

オブジェクトに対するグループ特権

グループに割り当てられている特権は、そのグループのメンバに対して、特権がなければ許可されていなかったオブジェク
ト アクセスや操作の実行も許可する場合があります。 言い換えると、グループ特権はアクセス権設定よりも優先されま
す。

サーバー管理ツールで ツール    アカウント    ユーザー マネージャ を選択すると、サーバー構成には All Users、
Administrators、System Managers、Security Administrators などのいくつかのデフォルト グループが最初から作成されて
いることがわかります。 そして、Administrator という名前のデフォルト ユーザーが、Administrators グループと Security
Administrators グループの両方に属しています。 デフォルトでは、Administrators グループはすべてのグループ特権を持
ちます。 またデフォルトでは、他のグループにはこうした特権は全くありません。

同じグループに属するユーザーは全員、そのサーバー構成で管理されているすべてのプロジェクトに対して同じ特権を持
ちます。 グループ特権は、すべてのレベル（プロジェクト、ビュー、フォルダ、およびフォルダ内のアイテム）に対して等しく適
用されます。 複数のグループに所属しているユーザーは、どのグループにより特権が与えられているかに関係なく、すべ
てのグループから与えられる特権のうち最大の特権を得ます。

オブジェクト アクセス権のレベルの理解

アクセス権は、個々のユーザーまたはグループに対して、以下の各レベルで定義されます。

♦ プロジェクト自体に対するプロジェクト レベルのアクセス権を定義できます。 また、プロジェクト内のすべてのビューに
適用されるアクセス権や、プロジェクト内のすべての子フォルダおよびアイテムに適用されるアクセス権も定義できま
す。そして、それらのオブジェクトに個別にアクセス権が設定されてさえいなければ、それらに対してもプロジェクト レ
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ベルのアクセス権が使用されます。 [ビュー]、[子フォルダ] などのノードは、このレベルにも他のレベルにもありま
す。

♦ ビュー自体に対するビュー レベルのアクセス権を定義できます。 また、そのフォルダ内のすべての子フォルダおよび
アイテムに適用されるアクセス権も定義できます。そして、それらのオブジェクトに個別にアクセス権が設定されてさ
えいなければ、それらに対してもそのフォルダ レベルのアクセス権が使用されます。

♦ フォルダ レベル。フォルダ自体に対するアクセス権を定義できます。 また、そのフォルダ内のすべての子フォルダお
よびアイテムに適用されるアクセス権も定義できます。そして、それらのオブジェクトに個別にアクセス権が設定され
てさえいなければ、それらに対してもそのフォルダ レベルのアクセス権が使用されます。

♦ アイテム レベル。特定のファイル、変更要求、要件、タスク、またはトピックに対するアクセス権を定義できます （通常
は、このレベルで権利を設定することはまずありません）。

[プロジェクト] ノードを持つのは、アクセス権階層構造内でプロジェクト レベルだけなので、プロジェクトのアクセス権はプロ
ジェクト レベルでしか設定できません。 [ビュー] ノードはプロジェクト レベルとビュー レベルの両方に表示されるので、ビュ
ーのアクセス権はプロジェクト レベルとビュー レベルのどちらでも設定できます。 同様に、フォルダのアクセス権は、プロジ
ェクト レベル、ビュー レベル、フォルダ レベルのいずれでも設定できます。

プロジェクトとビューのオープン

プロジェクトは、その初期ビューと区別することができず、初期ビューのルート フォルダとも区別できません。 実際、プロジ
ェクトのどのビューも、そのルート フォルダと区別できません。 このため、ユーザーに対して（または、そのユーザーが属す
るすべてのグループに対して）以下のいずれかを禁止すると、そのユーザーはプロジェクトを開くことができなくなります。

♦ プロジェクトの表示

♦ プロジェクトの初期ビューの表示

♦ プロジェクトの初期ビューのルート フォルダの表示

ユーザーに対して（または、そのユーザーが属するすべてのグループに対して）以下のいずれかを禁止すると、そのユーザ
ーはプロジェクトの特定のビューを開くことができなくなります。

♦ ビューの表示

♦ ビューのルート フォルダの表示

コンポーネント レベル、フィルタ レベル、およびクエリ レベルのアクセス権

クライアントのコンポーネント（ファイル、変更要求、要件、タスク、およびトピック）は、サーバー全体でのオブジェクトです。
たとえば、変更要求コンポーネントは、すべてのプロジェクト ビューに現れ、どのビューでも同じフィルタとクエリを持ちま
す。

コンポーネント レベルのアクセス権は、各コンポーネントに対するフィルタとクエリの使用を制御します。 つまり、そのコンポ
ーネントでパブリック フィルタとパブリック クエリを作成できるのはどのユーザーか、フィルタとクエリを使用できるのはどの
ユーザーかということを決定します。 サーバー レベルのアクセス権の コンポーネント レベルのアクセス権の管理 では、こ
れらの権利を設定することをユーザーに許可できます。

個々のフィルタやクエリもアクセス権を持ちます。 これらのアクセス権は、フィルタやクエリに対して設定された汎用アクセス
権よりも優先されます。

右ペインにはアクセス権のサブカテゴリのツリーが表示され、 各サブカテゴリを展開すると、該当する一連のアクセス権が
ツリーの子として表示されます。

各フィルタおよびクエリは、特定コンポーネント（変更要求コンポーネント、ファイル コンポーネントなど）内に置かれ、そのサ
ーバー構成により管理されている任意のプロジェクト ビュー内にあるその種類のコンポーネントのデータにのみ適用できま
す。
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プライベート フィルタとプライベート クエリはどのユーザーでも作成して使用できますが、パブリック フィルタとパブリック ク
エリは、それら専用のコンポーネントごとのアクセス権があります。 個々のフィルタまたはクエリに設定されたアクセス権
は、コンポーネント レベルで設定されたアクセス権よりも優先されます。

ユーザーがパブリック フィルタまたはパブリック クエリを適用するには、開いているどれかのプロジェクト ビューの中でその
種類のコンポーネントのデータにアクセスできなくてはなりません。 フィルタまたはクエリを適用すると、それは開いているプ
ロジェクト ビュー内で表示可能なデータの種類に影響します。

ユーザーは、自分が参照できる任意のパブリック フィルタおよびパブリック クエリを適用できます。 一般に、ユーザーに
は、そのユーザーがアクセス権を持つパブリック フィルタとパブリック クエリが表示されます。

プロモーション状態のアクセス権

各ビューは、そのビュー専用の一連のプロモーション状態を持ちます。 プロモーション状態へのアクセスは、以下のアクセ
ス権により制御されます。

♦ "プロモーション モデルの定義" アクセス権。

♦ 個々のプロモーション状態へのアクセスを制御するアクセス権。

"プロモーション モデルの定義" アクセス権

プロモーション モデルの定義 というアクセス権は、ビュー レベルまたはプロジェクト レベルの アクセス権 ダイアログの ビ
ュー ノードから設定できます。 [プロモーション モデルの定義] アクセス権を持つユーザーは、プロモーション モデルに対し
て以下のすべての操作を実行できます。

♦ 状態の作成と削除。

♦ 状態のプロパティの編集。

♦ 状態間でのラベルのプロモート。 プロモーションは、プロパティの編集の一環です。 状態のプロパティを編集できるユ
ーザーは、その状態をプロモートすることもできます。

♦ ビュー内でのプロモーション状態の順序変更。

プロモーション状態のアクセス権

プロモーション状態のアクセス権は、個々のプロモーション状態へのアクセスを制御します。 [オブジェクト関連の一般的な
権利] と [プロモーション状態関連の権利] は、ビュー レベルまたはプロジェクト レベルのアクセス権ダイアログの [プロモ
ーション状態] ノードから設定できます。 これらのアクセス権は、個々のプロモーション状態のアクセス権ダイアログからも
設定できます。

状態レベルでは、個々のプロモーション状態のアクセス権がチェックされます。そして、必要であれば、その後ビュー レベル
のアクセス権がチェックされ、最終的にはプロジェクト レベルのアクセス権がチェックされます。 ユーザーがどれかのレベル
でアクセス権を与えられていれば、次のレベルのアクセス権がチェックされる必要はありません。

ビュー レベルで許可された権利は、プロモーション状態レベルでアクセスが禁止されていない限りは、対象となるビュー内
のすべてのプロモーション状態に適用されます。

プロジェクト レベルで許可された権利は、プロモーション状態レベルまたはビュー レベルでアクセスが禁止されていない限
りは、対象となるプロジェクト内のすべてのビューに含まれるすべてのプロモーション状態に適用されます。
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関連概念

アクセス権付与

関連参照

アクセス権と特権
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パスワードの使用
StarTeam のサーバー構成にアクセスするサーバー管理者とユーザーには、パスワードが必要です。 サーバー構成が作
成されると、サーバー管理者アカウントがデフォルト設定で作成され、そのユーザー名とパスワードは、どちらも
"Administrator" です。 このパスワードはすぐに変更してください。 サーバー管理者がユーザーを追加する場合、一意のユ
ーザー名を作成し、このサーバー構成用に指定されたパスワード プロパティに従ってパスワードを割り当てます。

サーバー管理者は、各サーバー構成のパスワード プロパティを ツール    アカウント    システム ポリシー ダイアログの
パスワード タブで指定します。 システム ポリシーとして指定されている内容が、このサーバー構成にアクセスするすべて
のユーザーに適用されます。

パスワード プロパティには、パスワードの有効期限、パスワード文字の下限、堅牢なパスワードの使用の設定があります。

堅牢なパスワードについて

サーバー管理者は、サーバー構成にアクセスするユーザーに対して堅牢なパスワードを要求するように指定できます。 こ
のサーバー構成のシステム ポリシーで堅牢なパスワードを要求する場合、パスワードは次の基準を満たす必要がありま
す。

♦ 一意であり、再利用していない。

♦ ユーザー名と異なる。

♦ 最低 1 文字の小文字と大文字の英字を含む （この場合の文字とは、ASCII 文字コードで表されるアルファベットで
す）。

♦ 最低 1 文字の英字以外の文字を含む。

デフォルトでは、堅牢なパスワードのオプションはオフになっています。

パスワード プロパティの変更

システム管理者がサーバー構成のパスワード プロパティを変更する場合、変更が有効になる時点はプロパティにより異な
ります。

パスワード長のプロパティに加えた変更は直ちに有効になりますが、その適用対象は新しいユーザー アカウントと新しい
パスワードだけです。 たとえば、パスワード長の下限を 8 文字から 10 文字に変更した場合、新しいユーザーは全員 10 文
字以上の長さのパスワードを指定しなければならなくなりますが、 8 文字のパスワードを使用していた既存ユーザーは、そ
のままパスワードを使い続けることができます。

パスワードの有効期限に加えた変更は、適切な猶予期間の経過後に有効になります。 たとえば、パスワードの有効期限
を 30 日に変更した場合、ユーザーがパスワードを変更しないままその日数が経過すると、そのユーザー アカウントは一時
停止されます。 ユーザーに対してアカウントが一時停止される 2 週間前にパスワードを変更するようにメッセージが表示さ
れます。 ただし、Administrator アカウントだけは有効期限が適用されません。

堅牢なパスワード オプションをオンにする場合、新しいユーザーとパスワードを変更するユーザーのみに適用されます。
パスワードを変更するまでは、古い "脆弱な" パスワードをそのまま使用できます。

注: システム管理者は、ユーザーがパスワード プロパティの変更結果にすぐに対応するように、あるいはプロジェクトでセ
キュリティ侵害が発生した場合などに、パスワードの変更を強制できます。

関連手順

ユーザーのパスワードを変更する

パスワード変更を強制する

パスワードの制限事項を設定する
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サーバー タイムアウト オプション
ユーザーは、サーバーについて、以下のタイムアウト オプションを設定できます。

♦ ログオン シーケンス タイムアウト。

♦ 非アクティブ時のタイムアウト。

♦ 再接続のタイムアウト。

♦ ログオン試行回数。

サーバー ログオン シーケンス タイムアウト

ログオン シーケンスのタイムアウトの設定は、クライアントとサーバー構成の両方に適用されます。 これは、クライアント
が StarTeam Server との接続を確立しなければならない時間を表します。 この時間が過ぎても接続が確立しない場合は、
ユーザーは再度ログオンしなければなりません。

サーバーの構成 ダイアログの ログオン シーケンスのタイムアウト オプションを使用して、ログオン シーケンス タイムアウ
トの値を設定します。 この操作は、サーバーの実行中にしか実行できません。

サーバーが非アクティブ時のタイムアウト

非アクティブ時のタイムアウトは、管理者が指定した時間、アクティブでなかったユーザーを自動的にログオフするセキュリ
ティ機能です。 クライアントが（自動または手動による）サーバーとの通信を一定時間していない場合は、サーバーは接続
を切断します。 他のサーバーとの接続を行っていない場合は、セッションはサーバーから削除されます。 ユーザーが同時
使用ライセンスを持っている場合は、そのライセンスは同時使用ライセンス プールに自動的に戻されます。 その後でユー
ザーは、フル ログインして再接続する必要があります。

サーバーの構成 ダイアログの 非アクティブ時のタイムアウト オプションを使用して、ログオン シーケンス タイムアウトの値
を設定します。 非アクティブ時のタイムアウトを過ぎても、指名ユーザー（固定ライセンスを持つユーザー）をログオン状態
のままにしておくには、非アクティブ時のタイムアウト オプションを選択してタイムアウト時間を入力した後で、指名ユーザー
を除外 にチェックします。

非アクティブ時のタイムアウトを設定しても、システム トレイ通知の間隔がそれより短く設定されている場合は、ユーザーが
タイムアウトすることはありません。 たとえば、ユーザーがシステム トレイ通知を設定して、新規の変更要求を 10 分ごとに
自動的にチェックするように設定しているときに、非アクティブ時のタイムアウトが 60 分に設定されていたとします。 この場
合は、クライアントとサーバーの間に自動的に通信が行われるので、ユーザーがタイムアウトすることはありません。

サーバー再接続のタイムアウト

クライアントが、ネットワーク接続を失った場合は、ユーザーはサーバーから切断されます。 再接続のタイムアウトオプショ
ンは、クライアントがサーバーとの接続を再確立するまでの時間を決定します。 ユーザーがサーバーへコマンドを送ろうと
している場合のみ、クライアントは再接続を試みます。 再確立された接続には、以前の接続の完全なコンテキストが含まれ
ます。

クライアントが、[再接続のタイムアウト] で設定した時間内にサーバーとの接続を再確立できた場合は、ユーザーはアプリ
ケーションでの作業をそのまま継続できます。 プロジェクトを閉じて、再度ログインし、ビューの設定を再構築する必要はあ
りません。 しかし、[再接続のタイムアウト] の期限が過ぎると、クライアントをクローズするか、サーバーに改めてログオン
する必要があります。

サーバーの構成 ダイアログの 再接続のタイムアウト オプションを使用して、再接続のタイムアウトの値を設定します。 再
接続時のタイムアウトは、サーバーが実行されている場合のみ、変更できます。 サーバーが再起動されている場合は、機
能しません。
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注: サーバーを再起動した場合は、クライアントはサーバーへの自動再接続を行いません。

非アクティブ時のタイムアウト を設定するときは、再接続のタイムアウト より大きな値を設定します。 そうしないと、再接続
のタイムアウト と 非アクティブ時のタイムアウト が両方有効で、非アクティブ時のタイムアウト のほうが短い場合、クライア
ントが再接続する前にユーザーがログオフされます。 つまり、再接続のタイムアウト の方が 非アクティブ時のタイムアウト
より長く、両方が有効になっていると、再接続のタイムアウト の時間になるより先に 非アクティブ時のタイムアウト が起動
します。

ログオン試行回数

ログオンの失敗に関する設定とロックアウトの期間を指定することにより、プロジェクトのセキュリティを向上させることがで
きます。 ログオンが失敗する理由の 1 つに、ハッカーがユーザーのパスワードを解明しようとしたことが挙げられます。 こ
の場合は、攻撃者がサーバー構成の場所を突き止めて攻撃を繰り返すことを困難にするために、システムの IP アドレスを
変更することも検討してください。 また、システム内のすべてのユーザーのユーザー名を変更するのも効果的です。

ツール    アカウント    システム ポリシー を選択し、ログオン失敗 タブでログオンの失敗の処理方法と、ロックアウトを適
用する場合のロックアウトの期間を指定します。 ログオンの失敗やロックアウトに関する情報が電子メールで Security
Administrators グループのメンバに通知されるように設定することもできます。 この操作は、サーバーの実行中にしか実行
できません。

どのユーザーのアカウントも、それがたとえ管理用アカウントを持つユーザーであっても、間違ったパスワードでのログオン
施行回数が設定された値を超えると、サーバー構成からロックアウトされます。 メインの管理用アカウント（Administrator）
のロックアウト期間は、24 時間です。 ただし、以下の手順を実行すれば、24 時間が経過していなくても管理アカウントのロ
ックを解除することができます（「関連手順」の「管理用アカウントを再開する」を参照してください）。

関連手順

サーバーのタイムアウト オプションを変更する

ログオン試行回数を設定する

管理用アカウントを再開する

電子メール サポートと電子メール通知のカスタマイズ
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オンライン完全削除
オンライン完全削除では、サーバーがまだ動作している間にデータを完全削除する機能があります。 完全削除プロセスで
は、データベースから必要のないデータを削除し、データ保管庫から削除されたアーカイブを除外します。 以前は、完全削
除プロセスを実行するために、サーバーの停止が常に必要でした。

サーバーの実行中にオンライン完全削除を使用すると、オフライン完全削除のダウンタイム（およそ数時間から数日のコス
ト）を回避できます。 オンライン完全削除では、このコストがかかるダウンタイムを回避するだけではなく、オフライン完全削
除よりも高速に処理されます。

オンライン完全削除プロセスは、[サーバー管理] ツールの [オンライン完全削除] タブで開始および停止できます。 ローカ
ル サーバーと同様に、リモート サーバーでもオンライン完全削除を開始および停止できます。

オンライン完全削除で、新規削除データを完全削除できるのは、サーバーを再起動した後だけです。 オンライン完全削除
は、サーバーの動作中はいつでも停止および再開できる、対話的なプロセスです。 オンライン完全削除は、その時点の実
行状態を記録し、停止された時点から再開できます。 サーバー起動後は、オンライン完全削除を手動で再開する必要があ
ります。

注: オフライン完全削除も StarTeam 2009 で利用できますが、今後のリリースでは削除される予定です。
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アクセス権付与
アクセス権をいつどのように付与するかを決める際に考慮すべきことは数多くあります。

このセクションの内容

プロジェクト レベルのアクセス権付与

プロジェクト レベルのアクセス権付与のルールについて説明します。

ビュー レベルのアクセス権付与

ビュー レベルのアクセス権付与のルールについて説明します。

フォルダ レベルのアクセス権付与

フォルダ レベルのアクセス権付与のルールについて説明します。

アイテムレベルのアクセス権付与

アイテムレベルのアクセス権を設定するためのルールを説明します。

アクセス権の禁止

オブジェクトへのアクセスを禁止するルールについて説明します。

一般的なアクセス権規則

オブジェクトへのアクセス権を付与する一般的ルールについて説明します。

グループ特権とアクセス権

グループ特権とアクセス権の相互作用について説明します。

StarTeam SDK 接続コントロール

対象外の SDK アプリケーションがサーバーに接続しなくなり、サーバー リソースの "流出" を防ぐ方法について
説明します。
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プロジェクト レベルのアクセス権付与
ここでは、プロジェクト レベルでのアクセス権の設定について説明します。 この説明では、Developers、Testers、Others
の 3 つのユーザー定義グループを例として使用します （これらのグループは、StarTeam Server で最初から作成されてい
る All Users、Administrators、System Managers、Security Administrators の各グループに加えて作成されたグループで
す）。 また、この例では、All Users グループは Others グループよりも大きいものとしています。

[プロジェクト] ノード

Administrators グループのメンバのみがプロジェクトを制御するものとし、許可レコードを作成します。 このレコードを作成
すると、Administrators グループのメンバではないユーザーは、特権によって許可されていない限りは、プロジェクトを表示
することができません。 その結果、Administrators グループのメンバ以外は、このプロジェクト内のオブジェクトにアクセス
することも、それらに対して何か操作することも一切できなくなります。

注: Administrators グループのメンバはプロジェクトに対するすべてのアクセス権を必要としますが、Administrators グルー
プにグループ特権が与えられているようなら、Administrators グループを [ユーザーとグループ] リストに追加しなくても
かまいません。 通常は、この方法を取っても何も問題は生じません。 ただし、特権が無視されるようにサーバー構成
を設定している場合は、Administrators グループにすべてのプロジェクトアクセス権を明示的に与えなければなりませ
ん。

次に、このプロジェクトにアクセスする必要のあるその他のすべてのグループに、適切な権利を割り当てます。 キーワード
展開はプロジェクトのプロパティなので、Developers グループには、プロジェクトを表示してそのプロパティを変更する権利
を与える必要があります。 ただし、Developers グループは、プロジェクトを削除したり、そのアクセス権を変更したりする必
要はありません。 Testers グループと Others グループは、プロジェクトとそのプロパティを表示できる必要があるため、こ
の 2 つのグループには、オブジェクトとそのプロパティの参照 チェック ボックスだけを選択します。

[ビュー] ノード

プロジェクト レベルでのビューのアクセス権は、そのプロジェクト内に現在存在するすべてのビュー、および今後そのプロジ
ェクト内に作成されるすべてのビューに適用されます。 Administrators グループのメンバには、[ビュー] ノードで設定できる
すべての権利を与える必要があります。 ただし、管理者には、通常は、特権によってこれらの権利が与えられています。
Developers グループと Testers グループは、ビューのプロパティを参照して変更することができ、さらにラベルに対して操作
を実行できる必要があります。 この 2 つのグループは、ビューの作成と削除、プロモーション状態の管理、ビューのアクセ
ス権の変更などを行う必要がありません。 Others グループは、ビューを表示する必要はありますが、その他の権利は必要
ありません。許可レコードは次のようになります。

[プロモーション状態] ノード

[プロモーション状態] ノードは、この例では特に重要性はありません。

[子フォルダ] ノード

プロジェクト レベルでの子フォルダのアクセス権については、Administrators グループにすべての権利を与える必要があり
ます。 ただし、管理者には、通常は、特権によってこれらの権利が与えられています。 Developers グループと Testers グ
ループは、おそらくフォルダの削除、フォルダの共有と移動、フォルダの動作や構成の変更、フォルダのアクセス権の変更
などは行う必要がありません。 Others グループには、フォルダの表示と、そのプロパティおよび履歴の表示のみ許可すれ
ばよいでしょう。
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[<アイテムの種類>] ノード

ボーランドでは、特定のノードに対して 1 つだけ許可レコードまたは拒否レコードを作成することはお勧めしていません。 以
降では、プロジェクト レベルでのアイテムのアクセス権がどのように作用するかについて、ファイルを例にとって説明しま
す。

開発者がファイルにアクセスできさえすればよい場合は、プロジェクト レベルでは Developers グループだけにすべてのフ
ァイル アクセス権を与えます。

このように設定すると、ビュー、フォルダ、ファイルに関係なく、Developers グループのメンバだけが任意のファイルへのア
クセス権を持つことになります。 この結果、開発者だけがすべてのファイルを表示することができ、それらに対する操作を
実行できます。 Testers グループと Others グループのメンバの画面にも、作業中のフォルダ内にある自分が作成したファ
イルだけは表示されますが、これらの [ステータス] 列には ビュー外 と表示されます。 しかし、デフォルトでは、特権 を使
用することにより、1 つ例外があります。 Developers 以外のグループがファイルの表示、変更、定義や、ファイルに対する
その他の操作の実行を許可するような特権を与えられている場合、そのグループのメンバは、アクセス権の設定がどうなっ
ているかに関係なく、ファイルに対するアクセス権を与えられます。 たとえば、デフォルトの設定では、Administrators グル
ープにはすべての特権が与えられています。 このため、このグループのメンバは、あらゆるファイル操作を実行することが
できます。

そのサーバー構成で特権をチェックしないようにすることができます。

その他の種類のアイテム（変更要求、要件、タスク、トピック）にアクセスする権利を Testers グループと Developers グルー
プのみに与えた場合も、やはり同じ例外が適用されます。 ただし、その他のグループもこれらのアイテムを表示できるよう
に、その他のグループにも一部のアクセス権を与える必要が生じる場合もあるでしょう。

関連概念

セキュリティ戦略の概要

アクセス権付与

関連手順

アクセス権とグループ特権を管理する
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ビュー レベルのアクセス権付与
通常は、プロジェクト レベルでのアクセス権付与は、細やかさの点で十分とは言えません。 たとえば、何人かの開発者が
あるビューの中である製品のリリース 1.0 を保守していて、別の何人かの開発者は別のビューの中でその製品のリリース
2.0 のソース コードを記述しているという場合もあるでしょう。

このような状況に対応するには、1.0 Developers、2.0 Developers、1.0 Testers、2.0 Testers などの新規グループを作成す
る必要があります。 1.0 Developers と 1.0 Testers には、Release 1.0 ビュー内でファイルや変更要求にアクセスする権利を
与えます。 そして、2.0 Developers と 2.0 Testers には、Release 2.0 ビュー内でファイルや変更要求にアクセスする権利を
与えます。

このようにするには、ビュー レベルでのアクセス権を設定する必要があります。 ただし、[プロジェクト] ノードはプロジェクト
レベルのアクセス権設定画面にしか表示されないので、プロジェクトのアクセス権だけは、必ずプロジェクト レベルで設定し
なければなりません。

ビューと子ビューのアクセス権

子ビューのビュー レベルでのアクセス権は、親ビューのビュー レベルでのアクセス権からは独立しています。 このため、子
ビューは、ビュー レベルでのアクセス権を一切持たない状態で開始します。

新しい子ビューは、リポジトリ内で親ビューとは異なるオブジェクトで表され、親とは異なる名前と説明を持ち、 階層構造内
での位置も親ビューとは異なります。

新しい子ビューには、親ビューからは独立したビュー レベルのアクセス権を設定できます。 たとえば、親ビューのフォルダ
階層構造の 1 つの枝のみが含まれている参照ビューを作成したとします。 この参照ビューは、QA Tests という名前のル
ート フォルダを持ちます。 この場合、たとえ親ビューでは Developers がファイル アクセス権を持つ唯一のグループであっ
たとしても、参照ビュー内では Testers をファイル アクセス権を持つ唯一のグループにすることができます。

異なるレベルでのアクセス権

場合によっては、1 つのグループが、同じビュー内の同じ種類のオブジェクトに対して、ビュー レベルとプロジェクト レベル
とでは異なるアクセス権を持つこともあります。 この場合、低いレベルで設定されたアクセス権の方が実際に使用されま
す。

StarTeam Server は、アクセス権を検索する際には、最も低いレベルから開始し、徐々に高いレベルへと移動していきま
す。 あるレベルでどれかのグループがアクセス権を持っていることが判明したら、その種類のオブジェクトについては、それ
より高いレベルでのアクセス権の検索は一切行われません。

プロジェクトのアクセス権はプロジェクト レベルにしか存在しないので、プロジェクトのアクセス権については、必ずプロジェ
クト レベルが検索されます。 これに対し、ファイルのアクセス権は、ファイル レベル、フォルダ レベル、ビュー レベル、プロ
ジェクト レベルに存在します。サーバーは、設定されているファイル アクセス権が見つかった最も低いレベルで検索を中止
します。

関連概念

セキュリティ戦略の概要

アクセス権付与

関連手順

アクセス権とグループ特権を管理する
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フォルダ レベルのアクセス権付与
通常、フォルダ レベルでのアクセス権は、フォルダ階層構造内の特定の枝へのアクセスを特定のグループのみに許可した
い（が、他のグループには許可したくない）場合に設定します。 たとえば、User Manual をルート フォルダとする枝には、
Writers グループだけがアクセスできるようにしたいといった場合もあるでしょう。

フォルダ レベルとアイテム レベルでのアクセス権の設定は、上位レベルでのアクセス権の設定よりも重要性が高くなりま
す。 子ビューを親ビューから派生させた場合（すべての参照ビューとほとんどの分岐ビューがこれに該当します）、それに
は、初期状態では、その親に属するオブジェクトが格納されています。 分岐ビューでは、これらのオブジェクトは、その後、
子ビュー内にのみ存在する新しいオブジェクトへと分岐できます。 新規ビューにビュー レベルのアクセス権が一切設定さ
れていないのと同じように、新しいオブジェクトへと分岐したフォルダやアイテムにも、初期状態では、フォルダ レベルおよ
びアイテム レベルのアクセス権は一切設定されていません。

[このフォルダ] ノードと [子フォルダ] ノード

フォルダ レベルには、選択中のフォルダのための [このフォルダ] と、フォルダ階層構造内のその枝に属するその他のフォ
ルダのための [子フォルダ] の 2 つのノードがあります。 この機能により、各ノードにそれぞれ異なるアクセス権を設定する
ことができます。

クライアントでは、ビューのルート フォルダをそのビューと区別することはできません。 ビューがプロジェクトのルート ビュー
（つまり最初のビュー）である場合は、そのルート フォルダをプロジェクトと区別することもできません。

このため、このフォルダ ノードを使用してルート フォルダのアクセス権を設定すると、ユーザーのビューへのアクセスに影
響します。 そのビューがルート ビューの場合は、さらにユーザーのプロジェクトへのアクセスにも影響します。 このため、ほ
とんどの管理者は、ビュー レベルやプロジェクト レベルでの権利と干渉し合う可能性があるという理由から、ルート フォル
ダに対してフォルダ レベルのアクセス権を設定することは避けています。

たとえば、Developers グループが User Manual フォルダを表示する権利を与えられていなくて、そのフォルダが参照ビュー
のルートだったとします。 この場合、Developers グループのメンバは、たとえビュー レベルのアクセス権でビューを表示す
ることを許可されていたとしても、そのビューを開くことはできません。 ビューを開こうとすると、エラー メッセージが表示され
ます。 プロジェクトの表示は許可されているけれども、そのルート ビューの表示は許可されていないユーザーの場合も、エ
ラー メッセージが表示されます。

子ビューのアクセス権

子ビュー内に、親ビュー内ではアクセス権の設定されていた子フォルダが含まれている場合、そのアクセス権がどうなるか
は、子ビューが参照ビューであるか分岐ビューであるかによって決まります。

参照ビューでのアクセス権

参照ビューでのフォルダ レベルのアクセス権は、分岐ビューと違って、親ビューでのフォルダ レベルのアクセス権から独立
していません。 これらのアクセス権は、アクセス権を表示する権利さえ持っていれば、どちらのビューからも参照できます。

参照ビュー内のフォルダは親ビュー内のフォルダと同じオブジェクトなので、参照ビューでアクセス権を変更すると、親ビュ
ーでのアクセス権も同時に変更されます（逆の場合も同様です）。

分岐ビューでのアクセス権

一方、子ビューが分岐ビューの場合は、子ビューでのフォルダ レベルのアクセス権は、親ビューでのフォルダ レベルのア
クセス権からは独立しています。ただし、本当に独立するのは、分岐ビュー内でそのフォルダが実際に分岐した後だけで
す。

最初は、分岐ビューに表示されるどのフォルダも、親ビュー内に存在するのと同じオブジェクトです。 このため、フォルダは
両方のビューで同じアクセス権を持ちます。 そして、このために最初は、親ビューでアクセス権を変更すると、分岐ビューで
のアクセス権も変更されます（逆も同様です）。 ところが、フォルダがいったん分岐すると、分岐ビュー内にそのフォルダ用
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の新しいオブジェクトが作成されます。 その時点で、このオブジェクト独自のライフ サイクルが開始され、それまで設定され
ていたフォルダ レベルのアクセス権は一切なくなくなります。

注: フォルダが分岐しても、フォルダの内容は一切分岐しません。 フォルダ内の各アイテムは、それぞれ個別に扱われま
す。

分岐ビューでのフォルダの動作は、アクセス権に影響します。

♦ フォルダが変更によって分岐した場合、およびそのプロパティのいずれかが変更されて分岐した場合には、そのリビ
ジョン番号が変わります。 分岐したフォルダは、リポジトリ内で新しいオブジェクトになり、フォルダ レベルのアクセス
権を一切持たなくなります。

♦ フォルダが、変更を加えられた場合にもそのプロパティのいずれかが変更された場合にも分岐しない場合は、リビジ
ョン番号は変更されますが、新しいオブジェクトは作成されません。 この場合、フォルダは両方のビューで同じアクセ
ス権を持ったままとなります。 両方のビューに同じオブジェクトが格納されているので、片方のビューでフォルダのア
クセス権に加えた変更は、他方のビューでのフォルダのアクセス権にも反映されます。

関連概念

セキュリティ戦略の概要

アクセス権付与

関連手順

アクセス権とグループ特権を管理する
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アイテムレベルのアクセス権付与
アクセス権は個々のアイテムに対しても設定できますが、このレベルでアクセス権を設定することは滅多にありません。 た
とえば、本当に 1 人のユーザーだけがある特定のファイルについて知っている必要がある場合には、そのユーザーだけに
そのファイルへのアクセス権を与えることができます。 ただし、デフォルトでは、ファイルのアクセス権を設定しても、ファイ
ルの所有者と適切な特権を持つグループに所属するユーザーにはそのファイルが表示できます。

確実にそのユーザーだけがファイルにアクセスできるようにするには、StarTeam サーバーが特権をチェックしないようにサ
ーバー構成を設定しなければなりません。 このように設定すれば、すべてのオブジェクトへのアクセスが、アクセス権によ
ってのみ制御されるようになります。

フォルダの場合と同じように、子ビュー内のアイテムは、新しいオブジェクトに分岐するまでは、親ビュー内で持っていたの
と同じアクセス権を持ちます。 分岐する場合にのみ、アイテムはアクセス権を失います。

フォルダまたはアイテムの移動

フォルダやアイテムを移動した場合、それにフォルダレベルまたはアイテム レベルで設定されていたアクセス権も一緒に移
動します。 たとえば、StarDraw ビュー内の User Manual フォルダを他のビューに移動した場合、移動後の User Manual ビ
ューは、新しいビュー内でも StarDraw ビューで持っていたのと同じフォルダレベル アクセス権を持ちます。 移動後のフォ
ルダは、動作も同じになります。フォルダが変更されたときに分岐するかどうかは、動作により決まります。

フォルダやアイテムの共有

フォルダやアイテムを共有化すると、フォルダまたはアイテムが共有先で分岐するまでは、元のフォルダまたはアイテムに
フォルダレベルまたはアイテム レベルで設定されていたアクセス権がそのまま適用されます。

フォルダまたはアイテムを共有化すると、その動作が変更される場合があります。 共有化されるとすぐに、たとえ元の場所
で 変更時に分岐 チェック ボックスが無効化されていたとしても、変更時に分岐できるように動作が変わります。 変更時に
分岐 チェック ボックスがオンになるかオフになるかは、共有先のビューでの ビューで共有されるアイテムを変更時分岐に
設定する の設定値により決まります。

フォルダまたはアイテムが新しい場所で分岐すると、リポジトリ内に新しいオブジェクトが作成されます。新しいオブジェクト
は、初期設定では、フォルダ レベルまたはアイテム レベルのアクセス権を一切持ちません。

関連概念

セキュリティ戦略の概要

アクセス権付与

関連手順

アクセス権とグループ特権を管理する
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アクセス権の禁止
与えられたレベルの与えられたノードに対して、StarTeam は、ユーザーまたはグループに目的の操作の実行を許可する許
可レコードが見つかるか、該当する許可レコードが見つからないまますべての許可レコードを調べ終えるまで、許可レコー
ドを 1 つずつ調べます。 ユーザーは、1 つのグループのメンバシップで操作を許可されていなかったとしても、別のグルー
プのメンバシップで操作を許可されれば、その操作を実行することができます。 ただし、そのノードに対する禁止レコードに
よって操作の実行が禁止されている場合は、そのユーザーは決してその操作を実行できません。 同じノードに対して、その
ユーザーに操作の実行を許可する他の許可レコードがあったとしても、それは無視されます。

禁止レコードの考慮事項

禁止レコードは滅多に使用されませんが、 これを使用すると、設定済みのアクセス権に例外を設けることができます。 ただ
し、以下の点に注意してください。

♦ 禁止レコードは、許可レコードより前に置かなければなりません。 StarTeam は、ユーザーに対する禁止レコードより
も先に、そのユーザーに目的の操作を許可する許可レコードを見つけてしまうと、そのレベルでそのノードに対するレ
コードの検索を中止してしまうからです。 このため、ユーザーはその操作の実行を許可されてしまいます。

♦ チェック ボックスを 1 つも選択していない許可レコードを作成することと、すべてのチェック ボックスをオンにした禁止
レコードを作成することは、どちらもユーザーやグループがその操作を実行することを禁止しますが、全く同じではあ
りません。

♦ グループ特権は、許可レコードと禁止レコードのいずれよりも優先されます。

プロジェクトの禁止レコード

StarTeam からのプロジェクトの削除は、ユーザーに非表示にすることを検討したうえで行ってください。 All Users グループ
（またはプロジェクトにアクセスするユーザーを包括する別のグループ）のプロジェクト レベルで禁止レコードを 1 つ作成す
ると、それらのユーザーがプロジェクトを表示するアクセス権が禁止されます。 基本的にはビューで非表示となり、禁止され
ているグループはアクセスできなくなります。

関連概念

セキュリティ戦略の概要

アクセス権付与

関連手順

アクセス権とグループ特権を管理する
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一般的なアクセス権規則
アクセス権を付与するときには、以下の一般的なルールを念頭において行ってください。

♦ アクセス権は、ユーザーがオブジェクトの所有者であるという事実も取り消すことができます。 所有者とは、通常は、
そのオブジェクトを作成したユーザーです。

♦ アクセス権は、そのユーザーを含むグループに対して与えられた特権によって変更することができます。 こうした特
権は、サーバーからグループごとに設定されます。 デフォルトでは、Administrators グループは完全な特権（あらゆる
オブジェクトに対してあらゆる操作を実行する権利）を与えられています。

♦ アクセス権は、可能な限り高いレベルで設定してください。

♦ クライアントは、最も低いレベル（アイテム レベル）から最も高いレベル（プロジェクト レベル）へと向けて順にアクセス
権をチェックしていきます。

♦ あるノードで許可レコードを 1 つ作成した場合は、そのレベルでプロジェクトにアクセスする必要のあるすべてのグル
ープに対して、そのノードでの許可レコードを作成しなければなりません。 Administrators グループは、特権が無視さ
れるように設定している場合でもアクセス権を変更できるように、各ノードで許可レコードを持っていなければなりませ
ん。

♦ あるノードでどれかのユーザーまたはグループに対してアクセス権を設定したら、そのノードの許可レコードを持たな
いすべてのユーザーおよびグループが、そのレベルでのそのノードに対するアクセスを禁止されます。

♦ プロジェクト レベルのアクセス権は、プロジェクト内のすべてのビューで同じになります。

♦ 既存ビューから子ビューを派生させた場合、新しいビューはビュー レベルのアクセス権を持ちません。 しかし、親ビュ
ー内にあったフォルダやアイテムの子ビュー内でのフォルダ レベルまたはアイテム レベルのアクセス権は、親ビュー
内で持っていたものと同じになります。 これらのアクセス権を親ビューまたは子ビューで変更した場合、同じオブジェ
クトに対する権利を変更しているため、アクセス権は他方のビューでも変更されます。 親ビューまたは子ビューのど
ちらかでフォルダまたはアイテムが分岐すると、それらは異なるオブジェクトになり、互いに異なるアクセス権を持てる
ようになります。

♦ フォルダをビュー間で移動または共有化した場合、新しいビューでのフォルダには、元のフォルダにフォルダ レベル
で割り当てられていたアクセス権が適用されます。 ただし、その後に分岐した場合は、そのフォルダ レベルのアクセ
ス権は失われます。

♦ アイテムをビュー間で移動または共有化した場合、新しいビューでのアイテムには、元のアイテムにアイテム レベル
で割り当てられていたアクセス権が適用されます。 ただし、その後に分岐した場合は、そのアイテム レベルのアクセ
ス権は失われます。

♦ アイテム レベルのアクセス権を設定することは避けてください。

♦ 禁止レコードを作成することは避けてください。 ただし、どうしても権利を禁止する場合は、以下の両方の規則に従っ
てください： a) アクセス権 ダイアログのどのノードでも、決して禁止レコードだけを持たせることはしないこと。また、b)
そのノードでの禁止レコードはすべて、必ずそのノードでのどの許可レコードよりも前に置くようにすること。

関連概念

セキュリティ戦略の概要

アクセス権付与

関連手順

アクセス権とグループ特権を管理する
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グループ特権とアクセス権
ユーザーは、サーバー構成にログオンすると、ユーザー名により個人として識別され、なおかつ所属するグループのメンバ
として識別されます。 この識別情報は、各ユーザーのアクセストークンとして保存されます。 ユーザーがオブジェクト（プロ
ジェクト、ビュー、フォルダ、アイテムなど）に対して何らかの操作を実行しようとしたときには、このアクセストークンが調べら
れ、操作対象のオブジェクトに対してそのユーザーの持つアクセス権がチェックされます。 アクセス権のチェックは、階層状
に行われます。 オブジェクトへのアクセス権は、システム ポリシー ダイアログで設定します。これは、サーバー管理ツール
からアクセスできます。

グループ特権を無視するように設定していない限り、グループ特権も他の場所で設定されたどの権利よりも優先されま
す。 特権とは、クライアントの グループのプロパティ ダイアログの 特権 タブで設定されるグループ プロパティです。 ユー
ザーには、自分が所属するグループに与えられているのと同じ特権が与えられます。 ユーザーが 2 つのグループに所属
しており、片方のグループには与えられているのに他方には与えられていない特権があった場合、その特権はそのユーザ
ーに与えられます。 自分のアカウント ダイアログ ボックスの メンバーシップ タブには、ログオン ユーザーのグループ メン
バーシップ情報が表示されます。

グループ特権をチェックした後、対象となるオブジェクトに設定されているアクセス権をチェックします。 プロジェクト、ビュ
ー、フォルダ、および個々のアイテムの アクセス権 ダイアログでの設定値により、ユーザーやグループにそのレベルでの
操作の実行が許可されたり禁止されたりします。 アクセス権 ダイアログを使用して、あるレベルでのアクセス権を特定のユ
ーザーまたはグループに許可すると、その結果として、そのレベルでのアクセス権を与えられていないユーザーおよびグル
ープにはすべての権利が禁止されます。この点は、必ず覚えておいてください。

最終的には、ユーザーがオブジェクトを見ることができ、操作を実行することを禁止レコードにより禁止されていなければ、
そのユーザーは、個人ユーザーとして許可されているのか、どれかのグループのメンバとして許可されているのかに関わ
らず、許可レコードで許可されているすべての操作を実行できます。 唯一の例外は、特権で行わなければならない操作で
す。

関連概念

セキュリティ戦略の概要

アクセス権付与

関連手順

アクセス権とグループ特権を管理する
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StarTeam SDK 接続コントロール
StarTeam 2009 Server では、新しい app-control.xml ファイルをカスタマイズすることにより、サーバーに接続できる各種
クライアント アプリケーションを管理者が細かく設定できます。 この機能により、対象外の SDK アプリケーションがサーバ
ーに接続しなくなり、サーバー リソースの "流出" を防ぐことができます。

注: これは厳密には管理ツールであり、セキュリティ対策ではありません。

app-control.xml 構成ファイル

サーバーは、StarTeam リポジトリのルート ディレクトリの AppControl サブディレクトリにある app-control.xml という新し
い構成ファイルを検索します。 新しい構成を作成すると、StarTeam Server 2009 によりサーバー インストール ディレクトリ
の AppControl ディレクトリにある app-control.xml テンプレート ファイルからこの構成ファイルが作成されます。

app-control.xml 構成ファイル（存在する場合）には、ルール セットが含まれます。 各ルールにより、サーバーが、次の条
件の 1 つまたは複数を満たしているかどうか、受信したクライアント接続をテストします。

♦ StarTeam SDK が特定バージョン以上である。

♦ アプリケーション名、接続ユーザー名、クライアント ワークステーション名のすべて、あるいはいずれかが指定テキス
ト パターンに一致する必要がある。

サーバーは、app-control.xml ファイルにあるすべてのルールに対して、それぞれの受信クライアント接続をテストしま
す。これは一致が見つかるまで、またはルール リストが完了するまで続けられます。 一致が見つかった場合は、それ以上
はチェックされず、接続ハンドシェイク シーケンスが再開されます。 一致が見つからなった場合は、接続が拒否されます。
app-control.xml ファイルが AppControl ディレクトリにない場合は、サーバーにより、すべてのサポート クライアント アプ
リケーションの接続が許可されます。

app-control.xml の構造とルールの構文

app-control.xml は、XML ファイルです。 ルートの XML 要素には StarTeamApplications が必要で、version 属性の値
は 1.0 です。 つまり、<StarTeamApplications version="1.0"> です。

サーバーは、ルート ノードの直下にある次の要素を認識します：

AllowedApp

AllowedApp： これはメインのルール要素です。 Name 属性が必要で、これはクライアント アプリケーション名のテキスト パ
ターン（"クライアント識別文字列" など）を指定します。 テキスト パターンには、ワイルドカードとして使用するアスタリスク
文字（*）を含められます。 Name 属性を除いて、このノードでオプションで、次の 1 つまたは複数の属性を指定できます。

♦ MinimumSDKVersion： クライアント アプリケーションのビルドに使用した StarTeam SDK の最小バージョンを指定し
ます。 このフィールドの形式は nn.nn.nn.nn で、nn は正の値です。 必ずしもドット付きの数値をすべて指定する必
要はありません。たとえば、MinimumSDKVersion=”10.4” では、10.4.x.y 以上（10.5、11.0、など）が許可されま
す。

♦ WorkStationID： 設定する場合、クライアント コンピュータ名に一致するテキスト パターンを指定します。

♦ Name： 設定する場合、StarTeam ユーザー名に一致するテキスト パターンを指定します。

オプションのパラメータを設定していない場合は、サーバーは対応する接続属性をテストしません。
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AppDefault

AppDefault： オプション要素で、AllowedApp にリストされたパラメータの 1 つに対するデフォルト値を指定するために使
用できます。 この要素の構文は AllowedApp の構文と同様です。ただし、Name 属性にはデフォルト値がない点を除きま
す。 デフォルト値が指定できるのは、MinimumSDKVersion、WorkStationID、UserName です。
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データの保管場所
StarTeam がデータを格納する場所に関する概念について説明します。

このセクションの内容

データ保管の概要

StarTeam がデータを格納する場所の概要を説明します。

Native-II データ保管庫とハイブ

Native-II データ保管庫とそのハイブについて説明します。

103



データ保管の概要
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、Native-II データ保管庫に含まれるファイルとフォルダの場所と目的
について説明します。

Native-II データ保管庫

StarTeam Server 2005 リリース以前のすべてのサーバー構成では、データ保管に現在 Native-I データ保管庫と呼ばれる
ものを使用しました。 StarTeam Server 2005 またはそれ以降のリリースを使用して作成されるすべてのサーバー構成は、
新規アーカイブ ファイルの格納に Native-II データ保管庫だけを使用します。 StarTeam 2006 リリースからは、サーバー構
成はアーカイブ ファイルの格納には Native-II データ保管庫だけを使用します。

Native-II データ保管庫は、StarTeam のパフォーマンスを改善し、以前の StarTeam リリースよりも大きなファイルの格納を
可能にします。 StarTeam の場合、サーバー構成には Native-II アーカイブ ファイルだけが含まれ、これは、サーバーを停
止せずにバックアップを実行できることを意味します。

警告: StarTeam Server 以外の手段で、リポジトリ ファイルを削除または変更してはいけません。

リポジトリについて

そのリポジトリ パスがドライブ文字（示されていない）で始まり、フォルダ名 MyConfiguration で終わる次のサーバー構成を
考えます。 下の図に示したように、リポジトリには、Attachments、DefaultHive、HiveIndex、Notifications、および Trace とい
うサブフォルダがあります。 DefaultHive フォルダには、Archives と Cache というサブフォルダがあります。

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。

ログ ファイルとログ フォルダ

前出の例の MyConfiguration フォルダのようなリポジトリ パスフォルダは、以下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、サーバーは新しいサーバー ログ ファイルを作成します。

詳細については、このトピックの最後に挙げたリンク「セキュリティ ログ」と「サーバー ログでの
作業」を参照してください。

.dmp ファイル サーバー診断機能を使用して、発生したエラーや予期しない状況のログを記録するときに、サ
ーバーは .dmp ファイルを作成します。 Trace サブフォルダの内容として後で説明する .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者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。
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サーバー診断機能の詳細については、このトピックの最後に挙げたリンク「サーバーの問題を
診断する」を参照してください。

Trace サブフォルダ Trace サブフォルダには、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。

サーバー診断機能の詳細については、このトピックの最後に挙げたリンク「サーバーの問題を
診断する」を参照してください。

これらのオブジェクトは必ずしも、リポジトリ パス内に存在しなければならないわけではありません。 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、上記すべてのオブジェクトのパスを変更できます。

詳細については、このトピックの最後に挙げたリンク「サーバー構成の作成」を参照してください。

ヒント: 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。

Attachments フォルダ

前出の例の 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 サブ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。

サーバー管理ツールの サーバーの構成 ダイアログ（ツール    管理    サーバーの構成）の 全般 タブ上にある 添付ファ
イルのパス を変更することにより、Attachments フォルダへのパスを他とは関係なく変更することができます。

ヒント: 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。 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

サーバー構成にとって、リポジトリのパスは Native-II データ保管庫がアーカイブ ファイルやそれに関する情報を格納する
ために使用する複数のフォルダの最初のホームでもあります。 DefaultHive フォルダには、Archives と Cache という 2 つ
のサブフォルダがあります。 以下に、これらのファイルについて説明します。

HiveIndex HiveIndex フォルダには、hive-index.xml  ファイルが保存されます。サーバー構成で使われる
各ハイブ用のプロパティが含まれます。

HiveIndex フォルダのパスの変更は、starteam-server-configs.xml ファイル内でリポジトリ
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。

ヒント：  HiveIndex フォルダはバックアップに含める必要があります。

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ができます。 各ハイブにはアー
カイブ パスとキャッシュ パスがあります。 DefaultHive には、簡単な命名規則がありますが、強
制ではありません。 ハイブの名前は、2 つのサブフォルダ Archives と Cache 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位置する必要はありません。

Archives サブフォルダ 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 サブフォルダ 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。 このフォルダには
2 つのサブフォルダ Temp と Deltas があります。 Temp フォルダは StarTeam に追加中のファ
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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 には、ユーザ
ーが低速接続での転送を最適化するよう要求する場合に、作業ファイルとチップ リビジョンとの
間の差分が格納されます。この最適化のオプションは、クライアントの 個人用オプション ダイア
ログの ファイル タブにあります。

関連概念

セキュリティ ログ

Native-II データ保管庫とハイブ

関連手順

サーバー ログでの作業

サーバーの問題を診断する

サーバー構成を作成する

データ格納オプションを設定する
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Native-II データ保管庫とハイブ
Native-II データ保管庫は、（Native-I と呼ばれていた旧データ保管庫構造と比べて）StarTeam のパフォーマンスを改善
し、StarTeam の以前のリリースで扱っていたよりもずっと容量の大きなファイルを保管することができます。 さらに、Native-
II アーカイブ ファイルを使用するサーバー構成では、サーバーをシャットダウンせずにバックアップを実行することができま
す。 StarTeam サーバー構成では、Native-II データ保管庫のみをサポートします。

このトピックの後の部分では、次のことがらについて説明します。

♦ Native-II データ保管庫のパフォーマンス

♦ ハイブ

♦ アーカイブとキャッシュの構造

♦ 差分保存

Native-II データ保管庫のパフォーマンス

以下の節では、StarTeam による追加、チェックイン、およびチェックアウトの各操作の処理方法を説明します。

追加操作

Native-II データ保管庫にファイルを追加する際、StarTeam Server はリビジョンを一時フォルダに格納し、その内容の MD5
値を計算し、リビジョンの圧縮率を調べます。 圧縮率が 10% 以上の場合、サーバーは圧縮されたバージョンをハイブのア
ーカイブに移動し、未圧縮のバージョンをハイブのキャッシュに移動します。 一方、そのリビジョンの圧縮効果が大きくない
場合は、サーバーは未圧縮のバージョンをハイブのアーカイブに移動します。

StarTeam は MD5 値を 16 進文字列に変換し、アーカイブ ファイル名として使用します。 StarTeam は、ファイル アーカイ
ブを圧縮した場合には、.gz という拡張子を使用します。 その名前のアーカイブ ファイルがすでに存在する場合、StarTeam
は新しいアーカイブ ファイルを作成しませんが、リビジョンの格納先ハイブ、圧縮の使用の有無、およびアーカイブ ファイル
の名前を識別するためにそのファイルの StarTeam プロパティを設定します。

チェックインの処理

Native-II データ保管庫にファイル リビジョンを追加する際、StarTeam Server は、ハイブのローテーションにおける次のハ
イブ内の一時フォルダにリビジョンを格納します。 その後、サーバーはその内容の MD5 値を計算します。 正しい名前のア
ーカイブ ファイルがすでに存在する場合、StarTeam は新しいアーカイブ ファイルを作成しませんが、そのファイルの リビ
ジョン プロパティを更新します。 そのようなファイルがない場合には、新しいアーカイブ ファイルを作成します。 内容が同一
である 2 つのファイルが 1 つのハイブに格納されることは決してないことに注意してください。

所定の圧縮率を満たすものとして最初に識別された StarTeam ファイルについては、StarTeam はファイル リビジョンを圧
縮し、拡張子 .gz でハイブのアーカイブに置きます。 その未圧縮バージョンはハイブのキャッシュに移動されます。 圧縮率
が十分でない場合、未圧縮バージョンがハイブのアーカイブに移動されます。

チェックアウトの処理

Native-II データ保管庫からファイル リビジョンをチェックアウトする際、StarTeam Server はリビジョンのハイブ ID とアーカ
イブ ファイル名を確認します。 次に、サーバーは指定されたハイブのキャッシュまたはアーカイブからファイル リビジョンを
取得します。 2005 およびそれ以降のクライアントに対しては、StarTeam Server はアーカイブ ファイルを直接送信します。
これらのクライアントでは、必要な時点でアーカイブ ファイルを解凍することができます。

ハイブ

ハイブとは、StarTeam Server がアーカイブ ファイルとキャッシュを格納するコンピュータ上の場所です。 これらのアイテム
は、Archives フォルダと Cache フォルダに置かれます。 たとえば、MyConfiguration という名前のサーバー構成を作成し自
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分の C:\ ドライブのルートに置いた場合、デフォルトでは、StarTeam Server が C:\MyConfiguration の下に DefaultHive
という名前のフォルダを生成し、その中には Archives と Cache というサブフォルダが含まれています。 DefaultHive フォル
ダとそのサブフォルダは、ハイブを表します。

StarTeam Server Native-II データ保管庫は、任意の数のハイブを持つことができ、それぞれが専用のアーカイブとハイブ
を持ちます。 そして、1 つのハイブが一杯になったら、一切データの場所を変えたりアーカイブ ファイルを移動したりするこ
となく別のハイブを追加できます。 サイズの大きなファイルや多数のファイルを扱う環境では、最初から複数のハイブを用
意することができます。 アーカイブとキャッシュを別々のドライブまたはボリュームに配置することもできます（この方法をお
勧めします）。

Native-II データ保管庫は、各ファイルのリビジョン全体を保存します（アーカイブ ファイルは圧縮されます）。 つまり、Native-
II データ保管庫が使用する記憶領域は徐々に多くの記憶領域を使用するようになりますが、保管にハイブを使用すること
によって、複数のドライブやボリュームにリビジョンを分散させることができる、ということです。 このような記憶領域を柔軟
に使用できるということは、ハイブがいっぱいになるたびに、非常に便利です。

1 つのサーバー構成が複数のハイブを持つ場合、サーバーは各ハイブに順番にファイルを追加していって、一巡したら再
び最初のハイブのアーカイブ パスを使用します。 StarTeam Server に対して、StarTeam クライアントを実行している場合
と、StarTeam サーバー構成が複数のハイブを持つ場合には、サーバーはラウンドロビン方式でファイルを格納しますが、
まず、既にこのファイルを持っているハイブがないことを確認ます。その上で、クライアントがファイルをサーバーに送り出し
ます。

サーバー構成を作成すると、少なくとも 1 つのハイブ（デフォルトまたはカスタム ハイブ）が自動的に作成されます。 このサ
ーバー構成で利用可能な領域を増やすには、ハイブ マネージャ ダイアログを使って、1 つ以上のハイブを追加します。 サ
ーバー構成にリモートからアクセスしている場合、そのサーバー構成が実行中でもハイブを作成できます。サーバー構成は
既に（少なくともリポジトリ パス内の DefaultHive への）初期パスを持っているからです。 ハイブ作成の詳細については、こ
のトピックの最後に挙げたリンク「新しいハイブを作成する」を参照してください。

ハイブ マネージャ ダイアログを使用して、ハイブの個別のアーカイブ パスやキャッシュ パスを変更することもできます。 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お勧めします。 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。
詳細については、このトピックの最後に挙げたリンク「アーカイブ パスを変更する」を参照してください。

注: ボーランドでは、1 つのサーバー構成のアーカイブ ボリュームとキャッシュ ボリュームは、他のサーバー構成のアーカ
イブ ボリュームとキャッシュ ボリュームにマッピングしないようお勧めします。 そうしないと、アーカイブ フォルダのしき
い値設定が正しく計算できません。 これは、サーバー構成を起動するときに、サーバーは空きディスク領域をチェック
し、返された値をキャッシュするからです。 ファイルが追加されたり削除されたりすると、キャッシュのクリーンアップの
ため、サーバーは空き領域を調整し、しきい値を超えたかどうか判断します。 パフォーマンスの問題があるため、しき
い値は、ファイルが追加または削除されるたびにチェックするのではなく、キャッシュされます。 しいき値は、特定のハ
イブにファイルをそれ以上置けなくなるタイミングを判断するためにサーバーが利用するガイドラインです。 絶対にそこ
で中止する、という意味ではありません。 また、サーバーがキャッシュされている空き領域を根拠にしきい値を越えた
のではないかと判断すれば、起動時に行ったように、再度チェックしてファイル システムに問い合わせ、現在の空きデ
ィスク領域が正しいかを確認した上で、ハイブを切り替えます。

それにあわせて、しきい値の計算ができる限り正確なものになるよう（そうなることで、ファイル システ
ムが空き領域のチェックを行う回数を減らせるよう）、サーバー構成ごとにしきい値を追跡しているた
め、,ボーランドでは、各サーバー構成ごとにハイブが独立したボリュームを指すようにすうることをお
勧めします。

アーカイブとキャッシュの構造

ハイブのアーカイブ パスとキャッシュ パスはどれも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。

StarTeam は、Archives フォルダと Cache フォルダ内に位置する一連のファイルをサブフォルダに整理します。 これによ
り、ファイルの参照と管理が容易になります。 StarTeam がファイル リビジョンを格納するサブフォルダの名前は、アーカイ
ブの名前の先頭文字によって決まります。
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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 C:\DefaultHive\Archives を指定したと仮定すると、このリビジョンに対するアーカイブ パスは、StarTeam
がアーカイブ ファイルのを圧縮したかどうか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

注: 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。

差分保存

StarTeam は、低速接続のための最適化を行うために差分を使用します。 この機能を使用するには、ユーザーは 個人用
オプション ダイアログの ファイル タブ上のクライアントにある 低速接続用に最適化する という名前の個人用オプションを
設定します。 このオプションを設定すると、すでに自分の作業フォルダにあるファイルの新しいリビジョンをユーザーがチェ
ックアウトするとき、サーバーは作業ファイルのリビジョン番号を認識し、そのリビジョンと、チェックアウト中のリビジョンの差
分だけを送信します。

StarTeam Server は、各差分を後で使用するため各ハイブにある Cache フォルダのサブフォルダ Deltas に格納します。
差分を格納したファイルには、データを生成するために使われる 2 つのアーカイブ ファイルの名前を結合した名前が付け
られます。 たとえば、ディスク上のクライアントのファイル リビジョンが次の MD5 値を持つとします。

7f46c2bb9602fe972d952f4988ab85cd

また、要求されたリビジョンが次の MD5 値を持つとします。

7f46c2bb9602fe972d952f4982ab35aa

このとき、サーバーはこれら 2 つのリビジョン間の差分を生成し、次のような名前を付けます。

7f46c2bb9602fe972d952f4988ab85cd.7f46c2bb9602fe972d952f4982ab35aa

ヒント: クライアントでの個人用オプション設定の詳細については、このトピックの最後に挙げたリンク「個人用オプションを
カスタマイズする」を参照してください。

関連概念

データ保管の概要

関連手順

新しいハイブを作成する

データ格納オプションを設定する

アーカイブ パスを変更する
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ユーザーとグループの構成の概要
Borland LDAP QuickStart Manager を使用して、ディレクトリ サービスまたは LDIF ファイルから StarTeam または CaliberRM
Server に、人に関する情報をユーザー プロパティとしてインポートすることができます。 また、新しいグループとユーザー
は、手動でサーバー構成に追加することもできます。 ユーザーがアプリケーションにログオンするときには、以前に入力し
たパスワード、アプリケーションにインポートされたパスワード、Microsoft Active Directory Services（LDAP サーバー）から
取得したパスワードのいずれかで認証を受けることができます。 この最後の操作が可能なのは、サーバーが LDAP サー
バーの置かれているドメインから信頼されるドメイン上にある場合だけです。

このトピックの後の部分では、次のトピックについて説明します。

♦ デフォルト グループの理解

♦ グループ メンバシップ

♦ ディレクトリ サービス サポート

デフォルト グループの理解

新規サーバー構成には、All Users、Administrators、System Managers、Security Administrators などいくつかのデフォル
ト グループが含まれます。 これらのグループにはデフォルトの特権が与えられていますが、各組織の方針に応じて特権を
割り当て直すこともできます。

Administrators グループに属するユーザーは、初期設定ではすべての特権を持っており、システムが特権を無視するよう
にセットアップされていない限り、システムに完全にアクセスできます。 All Users グループ、System Managers グループ、
Security Administrators グループには、初期設定では一切特権が与えられていません。

All Users All Users グループはユーザー マネージャでのルート グループです。子グループのメンバは無
条件にその親グループのメンバにもなるため、すべてのユーザーがこのグループに所属しま
す。 このため、すべてのユーザーがこのグループに割り当てられたあらゆる権利と権限を継承
します。

Administrators このグループには、初期設定でサーバー管理者ユーザー（Administrator）が入っています。 必
要に応じて、管理者特権を持たせる他のユーザーを追加してください。

StarTeam Server には “Administrator” という名前の初期ユーザーがあり、そのパスワード
は “Administrator” です。 これは一般に知られている事実なので、このパスワードは必ず変更
してください。

System Managers このグループに属するユーザーには、サーバー ログにエラーが追加されるたびに、[ユーザ
ー マネージャ] ダイアログで設定したアドレス宛ての電子メールでそのエラーの内容が通知さ
れます。このグループには、初期設定ではユーザーが入っていません。

Security Administrators このグループに属するユーザーは、ログオンしようとして失敗したユーザーに関する情報を電
子メールで受け取ることができます。 このグループには、初期設定では、サーバー管理者とし
て指定されているユーザーのみが入っています。

ヒント: 管理者特権を持つユーザー アカウントを 1 つだけにすることは、避けてください。 管理者特権を持つ唯一のアカウ
ントでログオンしていてロックアウトされると、そのアカウントをロック解除する手段がなくなります。

グループ メンバシップ

ユーザーは、複数のグループのメンバになることができます。 複数のグループに属するユーザーには、所属するすべての
グループのグループ特権のうち最も高いレベルの操作を許可する特権が適用されます。 たとえば、ユーザー A が All
Users グループと Administrators グループに属しており、Administrators グループには オブジェクトの削除 特権が与えら
れているのに、All Users グループにはこの特権が与えられていなかったとします。 この場合、ユーザー A は、そのサーバ
ー構成のプロジェクト内の任意のアイテムを削除することができます。
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メンバシップには、明示的なものと暗黙的なものがあります。 メンバシップが明示的になるのは、以下の場合です。

♦ そのグループが、ユーザーの作成時に選択されたグループである場合。

♦ グループの名前がサーバー管理ツールの ユーザー プロパティ ダイアログにある グループ メンバシップ タブから選
択したものである場合。

グループの階層構造により、暗黙的なメンバシップが決まります。 子グループのメンバになっているユーザーは、たとえ親
グループを選択したときにリストに名前が表示されなくても、親グループのメンバでもあります。 子グループを持つグループ
を選択したときに、そのグループのメンバの完全なリストを見るには、すべての子孫グループのユーザーを表示する チェッ
ク ボックスをオンにしなければなりません。

親グループのメンバであると同時に、そのグループ内の子グループのメンバでもあるユーザーは、親グループ内で暗黙的
なメンバシップと明示的なメンバシップの両方を持ちます。

ディレクトリ サービス サポート

StarTeam を利用して、Microsoft Active Directory によるパスワード認証ができます。 Active Directory サービスは、
Microsoft Windows Server 2003 と Microsoft Windows 2000 Server オペレーティング システムに含まれています。 これに
よって、ネットワーク全体のセキュリティを集中管理できます。 ディレクトリ サーバーによってユーザーを認証するには、
StarTeam Server が、そのサーバーに対して信頼できるドメイン上に配置されている必要があります。

ディレクトリ サーバーを利用するには、サーバーの構成 ダイアログ ボックスの ディレクトリ サービス タブで、ディレクトリ
サービスによるサポートを有効にする を選択し、ディレクトリ サーバーの場所とポート番号を入力する必要があります。 各
ユーザーをディレクトリ サーバーで検証するには、新しいユーザーのプロパティ または ユーザーのプロパティ ダイアログ
ボックスで、ディレクトリ サービスで検証する オプションを選択し、ディレクトリ サービスのユーザーを一意に識別するため
の 識別名 を入力する必要があります。

これらの設定が正しくても、ディレクトリ サーバーを利用できない場合は、ユーザーはログインできません。 デフォルトで
は、[ディレクトリ サービスによるサポート] は無効になっていますが、いつでも有効にできます。 ディレクトリ サービスによ
るサポートを有効または無効にする場合は、サーバーが停止している必要があります。 ユーザーから StarTeam ログオン
名と Microsoft Active Directory パスワードを受け取ると、StarTeam Server は、このユーザーがディレクトリ サービスによ
るパスワード認証用に設定されていることを認識し、Active Directory にアクセスする際に、識別名 とパスワードを使用しま
す。 パスワードが承認されると、ユーザーはサーバー構成にアクセスできます。

ヒント: ディレクトリ サポート有効化の詳細については、このトピックの最後に挙げたリンク「ディレクトリ サービス サポート
を有効にする」と「ユーザーを設定する」を参照してください。

関連概念

アクセス権付与

関連手順

ユーザーおよびグループを管理する

ユーザーを設定する

ディレクトリ サービス サポートを有効にする
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パスワード認証用 LDAP
StarTeam では、ディレクトリ サービス（Microsoft Active Directory または OpenLDAP）を使用してパスワード認証を実行で
きます。 ユーザーがログオンするとき、StarTeam のユーザー名とそのユーザーのディレクトリ サービスのパスワードを入
力します。 StarTeam により、ディレクトリ サービスに対してパスワードが有効か確認された後、ユーザーはサーバーへの
アクセスを許可されます。

Borland LDAP QuickStart Manager は、ユーザーに関する情報をディレクトリ サービスまたは LDIF ファイルから、StarTeam
Server へユーザー プロパティとしてインポートできるユーティリティです。 LDAP QuickStart Manager では、DN およびその
他のディレクトリ サービス情報（StarTeam Server に格納された情報）の保守が簡単にできます。

StarTeam でディレクトリ サービス認証を設定するには、サーバーの構成 ダイアログの ディレクトリ サービス タブでオプシ
ョンを設定します。 これらのオプションで、ディレクトリ サービスのサポートを有効にし、サービスへアクセスするための情報
を設定します。 さらに、ユーザー マネージャを使用して、パスワード認証される個別のユーザー用オプションを設定しま
す。 ユーザー全員がこの機能を使う必要があるわけではありません。

識別名（DN）を使用して、ボーランド サーバーはディレクトリ サービスと通信します。 たとえば、StarTeam は、各ユーザー
の識別名（DN）をディレクトリ サービスへ送信し、ユーザーのパスワードを検証する必要があります。 DN は長く、わかりに
くい場合があります。 また、組織の中には DN を時々変更するところもあり、手動でこれらの変更を更新するには非常に手
間がかかります。

LDAP QuickStart Manager を使用してユーザーをインポートするとき、新規ユーザーのパスワードが StarTeam Server で
認証されるか、ディレクトリ サービスで認証されるかは、Validate password through directory service または Validate
password through StarTeam Server オプション ボタンを選択して指定します。 サーバー構成でディレクトリ サービスが有効
になっており、ディレクトリ サービスに対して正しく接続設定されている場合、StarTeam Server は、ディレクトリ サービスに
ユーザーパスワードの検証を要求します。

関連概念

サーバー構成のガイドライン
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サーバー構成のガイドライン
初期計画策定の観点では、組織が下すべき最も重要な決定の 1 つは、使用する StarTeam 構成の数です。 複数の StarTeam
Server にプロジェクトを分散させると管理コストは増大しますが、プロジェクトの独立性が高まり、パフォーマンスとスケーラ
ビリティが向上します。 前もってプロジェクトの伸びを見積もり相互依存性を考慮に入れておくことで、大きくなりすぎた構成
を分割しなければならないという事態を避けることができます。 以下では、組織のサーバー配置計画を立てる際に考慮す
べき戦略をいくつか示します。

共有サーバー構成のメリット

プロジェクト間で同じ構成を共有するメリットは以下のとおりです。

♦ トランザクションの整合性： 1 つの構成で単一のデータベースが使用されるため、同じ構成内のデータはすべてトラン
ザクション的に一貫性があります。 すなわち、構成はデータ一貫性の境界を表しています。 構成をバックアップして
後で復元した場合、その構成内の情報はすべて、同じ時点の状態に復元されます。

♦ リンク： 同じ構成内のアイテムは、たとえ異なるプロジェクトにあっても、リンクすることができます。 StarTeam では現
在、構成をまたがるリンクをサポートしていません。

♦ 共有と移動： 同じ構成内では、アイテムの共有や任意のフォルダ、ビュー、プロジェクトへの移動が可能です。 構成
の境界をまたがるアイテムの移動や共有はサポートされていません。

♦ 管理の簡単さ： ユーザーやグループの追加、セキュリティの適用、バックアップの実行などの管理作業は構成レベル
で行われます。

♦ カスタマイズ内容の共有： フィルタ、クエリ、カスタム フォーム、ワークフローなどの多くの StarTeam リソースは、構
成レベルで定義でき、すべてのプロジェクトで共有できます （ただし、カスタム フォームとワークフローはプロジェクト
ごとやビューごとにカスタマイズすることもできます）。

♦ サーバー コンポーネントの共有： 同じ構成内のデータはすべて、ただ 1 つのサーバー プロセス、データベース、デ
ータ保管庫、ルート Cache Agent を利用します。 新しいサーバーサイド コンポーネントを追加しなくても、新しいプロ
ジェクトを動的に追加することができます。

個別サーバー構成のメリット

プロジェクトが構成ごとに個別に存在するメリットは以下のとおりです。

♦ パフォーマンス： 大規模な構成ほど、起動に時間がかかり、使用するリソースが多く、そしてコマンドからの応答が大
きくなりがちです。 逆に、小規模な構成ほど、データと同時使用ユーザーが少ないため、その点ではパフォーマンス
がよい傾向があります。

♦ 規模拡大の管理： 最初のうち複数の構成を単一のマシンに配置した場合でも、必要なら各構成を専用のマシンにた
やすく移行することができます。

♦ 保守スケジュール： 別々の構成を互いに独立に起動し、パッチのインストールやハードウェアのアップグレードなどの
ために互いに独立に停止することができます。 構成がオフラインになると、そこに含まれているすべてのプロジェクト
は利用できなくなります。

♦ カスタム フィールド： カスタム フィールドは "タイプ" レベルで追加され、そのスコープは構成レベルになります。 つま
り、CR（変更要求）にカスタム フィールドを追加すると、現在の構成に含まれているすべての CR がそのフィールドの
値を持つようになります。 したがって、カスタム フィールドに対する異なるチームや事業単位の関心が競合する場
合、それぞれのプロジェクトを別々の構成に配置することをお勧めします。

サーバー構成に関するその他の考慮事項

以降のセクションでは、組織のサーバー配置計画を立てる際にさらに考慮すべき付加的要因について説明します。
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事業単位での分割

複数の事業単位で専用の StarTeam プロジェクトが必要なときは、組織の境界に従って StarTeam Server を定義すると、
多くの場合うまくいきます。 つまり、主要な事業単位すなわち部門ごとに個別に StarTeam Server を配置し、それぞれが専
用のプロジェクトにアクセスできるようにするのです。 事業単位の境界に従って分割することで、セキュリティやバックアッ
プ プロセスなどの管理上の問題に関する個別の（時に競合することがある）要件が切り分けられます。 また、別個のサー
バーにすることは、所有や "縄張り" の問題を軽減する上でも役に立ちます。

開発ライフサイクル プロセスが複数のサーバー構成にまたがる場合、クライアントは複数のプロジェクトを単一の StarTeam
クライアントで開くことができます。 プロジェクト間で相互に関係のある成果物を "配置" する方法を用いて、構成をまたが
るインテグレーションのニーズに対処することもできます。

StarTeam の分散チーム サポート機能の活用

同じ成果物にアクセスする必要があるチーム メンバは、単一の StarTeam Server を共有しなければなりません。 チームが
地理的に分散しているからというだけで StarTeam Server を分割する必要はありません。 StarTeam は分散チームでもう
まく働くように設計されています。 StarTeam では、MPX のパブリッシュ/サブスクライブ型メッセージングと Cache Agent を
用いた一元構成アプローチに重点を置いて、分散チームをサポートしています。

内部/外部アクセス用パーティションの回避

多くの場合、社内ファイアウォールの内側に位置するチームも外側に位置するチームも同じ StarTeam 構成にアクセスする
必要があります。 このような場合によく行われるのは、StarTeam Server プロセスをファイアウォールの DMZ 領域に配置
し、データベース サーバーとストレージ サーバーをファイアウォールの後ろに置くという方法です。 ファイアウォールの機能
によっては、StarTeam Server の専用ポートを構成する方が妥当な場合もあります。 あるいは、2 枚のネットワーク インタ
ーフェイス カード（NIC）を "外向き" と "内向き" に 1 枚ずつ StarTeam Server マシンにインストールすることもできます。
この場合、StarTeam では、接続のセキュリティに関するさまざまな要件に合わせて、特定の着信 IP アドレス（またはアドレ
ス範囲）を構成することができます。

StarTeam では、コマンド API 向けに SSL に似た暗号化を提供して、クライアント/サーバー トラフィックの盗聴を防いでい
ます。 MPX Message Broker と Cache Agent のトラフィックもすべて暗号化されており、パブリック リンクを介してやり取りさ
れるデータは非公開になっています。 アクセスを特定のチームに制限する場合は、参照ビューまたは StarTeam のセキュ
リティ ACL を使用して、特定のプロジェクト、ビュー、フォルダ、さらには個々の成果物へのアクセスを制限することができま
す。 強力なパスワード管理や自動アカウント ロックアウトといったその他のセキュリティ機能により、内部ユーザーにも外部
ユーザーにも同じ StarTeam 構成を使用できる可能性がさらに高まります。

規模拡大への備え

作成する StarTeam 構成の数を計画する際には、少なくとも 3 ～ 5 年といった長い目で見てください。 同時使用ユーザー
数の見積もりが可能な場合は、それがキャパシティ プランニングの最適な評価尺度になります。 今日のハードウェア（4 基
の CPU と 4 GB のメモリ）であれば、StarTeam は最大 300 人の同時使用ユーザーに難なく対応します。 中には、同時使
用ユーザー数が最大 400 人を超える構成を持つ顧客もいますし、ある顧客などは同時使用ユーザー数が 600 人に達する
ことがありました。 しかし、これらの同時使用レベルでは、アプリケーションのタイプが重要になります（すなわち、バッチ ア
プリケーションはオンライン クライアントよりも要求量が多い傾向があります）。 同時使用ユーザー数が 300 人の場合でさ
え、相当数のユーザーが要求量の高いアプリケーションを実行すれば、応答性が受け入れがたいほど下がることがありま
す。

構成のスケーラビリティを評価するもう 1 つの方法は、コマンド レートを用いることです。 サーバーのトレース機能を利用す
ることで、既存の構成のコマンド レートを測定することができます。 StarTeam Server は、毎時 200,000 ～ 300,000 コマン
ド（毎秒 56 ～ 83 コマンド）というコマンド レートでも十分なパフォーマンスを出せるようにチューニングすることができま
す。 （低レイテンシの）よいネットワーク インフラストラクチャでは、毎時 400,000 （毎秒 111）以上というコマンド レートでも
十分なパフォーマンスが出ることが観察されています。 これよりも高いレートで単一構成を動かそうとすると、応答時間が
受け入れがたいほど長くなる傾向があります。

ユーザーの同時使用率やコマンド レートを見積もれない場合は、"定義済み" ユーザー数を使用できますが、定義済みユ
ーザー数だけを使用すると、サーバーの負荷は予測しにくくなります。 地理的に分散したユーザー コミュニティでは通常、
定義済みユーザー数と同時使用ユーザー数の比はおよそ 10:1 です。 そのため、指名ユーザー数が 1,000 人の場合、ピ
ーク時の同時使用ユーザー セッション数は約 100 になると予想されます。 ユーザーが 1 つまたは 2 つのタイム ゾーンに
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集中するような分散度の低いトポロジでは、定義済みユーザー数と同時使用ユーザー数の比は 5:1 に近くなるものと思わ
れます。 もっとよいデータがなければ、これらの近似値を用いて、ピーク時の同時使用ユーザー率を見積もってください。

3 ～ 5 年分の見積もりができたら、ユーザー コミュニティへの対応に必要な StarTeam 構成の数がわかるはずです。

関連概念

サーバー構成の概要

関連手順

サーバー構成を作成する

Vault Verify ユーティリティを用いてファイル リビジョンを検証する

削除済みのビューをサーバー構成から完全削除する

115



アトミック チェックイン
StarTeam でのチェックインはすべてそれ以上分割できない基本命令です。 2 つ以上のファイルがチェックインされる時は
いつも 1 つのトランザクションの結果として、すべてのファイルとそれに関連する処理アイテムは 1 つのアクションで更新さ
れます。 何らかの理由でチェックインに失敗すると、どのファイルもチェックインされません。また、関連する処理アイテムの
ステータスは更新されません。

たとえば、ユーザー A が、ある StarTeam フォルダ内の変更ファイルをすべてチェックインしようとしたとします。ところが、
選択したファイルの中の 1 つがユーザー B によってロックされていました。 ロックされたファイルが原因で、どのファイルも
チェックインされません（このため、どの処理アイテムも修正済みとして更新されません）。ユーザー A には、ファイルの中
の 1 つがユーザー B によってロックされているために、どのファイルもチェックインされなかったことが通知されます。
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ファイル リビジョン検証のためのデータ保管庫検証
Vault Verify ユーティリティは、StarTeam Native-II データ保管庫での完全性の問題をレポートし、オプションとしてその解決
を試みる Java アプリケーションです。 ユーティリティは、StarTeam 構成名と、starteam-server-configs.xml ファイルが
現在のフォルダにはない場合には、このファイルがあるフォルダのパス名を要求します。 Vault Verify ユーティリティによっ
て、JDBC から対応するデータベースを開きますが、データベースの変更は行いません。 Vault Verify ユーティリティでは、
hive-index.xml ファイルの解析も行い、データ保管庫ハイブの場所を調べます。

このトピックには以下の情報があります。

♦ Vault Verify ユーティリティで行われるチェック

♦ Vault Verify ユーティリティの要件

♦ Vault Verify ユーティリティの使用のヒントと実例

Vault Verify ユーティリティで行われるチェック

Vault Verify ユーティリティは、Native-II データ保管庫について、破損、見つからない、無関係なファイルのチェックを行うコ
マンドライン ユーティリティです。 オプションとして、Vault Verify ユーティリティでは、各ファイルで見つかった問題に応じ
て、アーカイブ ファイルの修復の試みることも可能です。 たとえば、このユーティリティは、無関係なファイルを探し出し、そ
れを指定された場所に移動させます。 その後（その結果を検証した後）で、管理者は、そうしたファイルをアーカイブ解除し
たり、削除したりできます。 データ保管庫が行ったチェックについて、以降の節で説明します。

破損ファイル チェック

このチェックでは、アーカイブ フォルダ内のすべてのファイルを検証します。 アーカイブ フォルダ内にある各ファイルについ
て、Vault Verify ユーティリティでは、次の点を確認します。

♦ ファイル名が有効なアーカイブ ファイル名であること。

♦ ファイルの置かれている場所が、その名前に基づく正しいフォルダであること。

♦ ファイルを開いて読み込めること。

♦ そのファイルの実際の MD5 がファイル名と一致していること。

♦ 圧縮（.gz）ファイルの場合、そのファイル形式が有効な GZIP 形式であること。

注: repair オプションが要求された場合、破損 ファイルはデフォルト フォルダまたは設定された 破損ファイル用フォルダ
に移動されます。 移動された場合、その破損ファイルがデータベースで参照されると、「見つからない」に分類されま
す。

見つからないファイルのチェック

このチェックでは、データベースに定義されているすべてのアーカイブ ファイルがディスク上にあることを確認します。
repair オプションが要求されると、Vault Verify ユーティリティでは、データ保管庫キャッシュその他のアーカイブ ファイル
から、見つからないファイルの復元を試みます。

注: useca（Cache Agent の使用）オプションを指定すると、Vault Verify ユーティリティでは、リモート Cache Agent から見
つからないファイルの復元を試みます。
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無関係なファイルのチェック

このチェックでは、データ保管庫にあるすべてのアーカイブ ファイルが対応するデータベース記録に記されていることを確
認します。 repair オプションが要求された場合、無関係なファイルはデフォルト フォルダまたは設定された無関係なファイ
ル用フォルダに移動されます。

Vault Verify ユーティリティの要件

Vault Verify ユーティリティでは、以下の条件を満たす必要があります。

♦ Vault Verify ユーティリティが、StarTeam Server が使用するデータベースへの読み取りアクセス権を持っているこ
と。

♦ Oracle 構成の Oracle JDBC ドライバをダウンロードし、インストールすること。 それには、 http://www.oracle.com/
technology/software/index.html  にアクセスし、Drivers セクションまでスクロールダウンし、JDBC をクリックしてくだ
さい。 最新の JDBC ドライバ リンクをクリックします。 これを記述した時点では、Oracle Database 11g です。 ダウン
ロードの指示に従っていくと、.JAR ファイルのリストが表示されます。 使用している JDK バージョンに対応した .JAR
ファイルをダウンロードします。 注： JDBC ドライバをダウンロードするには、Oracle.com のユーザー名とパスワード
が必要です。 アカウントをお持ちでない場合には、ログイン ページから作成することができます。 JAR ファイルは、
VaultVerify インストール フォルダに保存します。

♦ Vault Verify ユーティリティが、starteam-server-configs.xml と hive-index.xml への読み取りアクセス権を持っ
ていること。

♦ Vault Verify ユーティリティに、各ハイブのアーカイブ ファイルに対する読み取り権が、repair オプションを使用する
場合には、各ハイブのフォルダへの書き込みアクセス権があること。

Vault Verify ユーティリティの使用のヒントと実例

以下に、Vault Verify ユーティリティでの作業のヒントと実例を示します。

♦ Vault Verify ユーティリティは、適切なバージョンの Java を使用するよう、綿密に作成したバッチ ファイル
VaultVerify.bat（または、Linux 上ではシェル スクリプト ファイルで）を使用して実行する必要があります。 バッチ
ファイル（またはシェル スクリプト）は、Vault Verify ユーティリティがインストールされているフォルダに置かれます。

♦ Vault Verify ユーティリティは、StarTeam Server を実行している同じシステム上にインストールする必要がありま
す。 Vault Verify ユーティリティは、StarTeam Server のインストール フォルダ下に独自の Vault Verify ユーティリテ
ィ用フォルダをインストールします。 たとえば、Windows システムでは、Vault Verify ユーティリティは、C:\Program
Files\Borland\StarTeam Server 2009\Vault Verify フォルダにインストールされます。

♦ Vault Verify ユーティリティが、StarTeam Server が使用するデータベースへの読み取りアクセス権を持っているこ
と。 デフォルトでは、StarTeam Server と同じユーザー ID を使用してデータベースにアクセスします。 そのユーザー
ID のパスワードが空白でない場合には、Vault Verify ユーティリティに明示的に渡す必要があります。 代替データベ
ースのユーザー ID を渡すこともできます。 Linux 上での Oracle 構成では、Vault Verify ユーティリティには、Oracle
JDBC ドライバが必要です。これは、カスタマがダウンロードし、インストールする必要があります。

♦ Vault Verify ユーティリティは、少なくとも 3 ヶ月に 1 回、できれば月 1 回の頻度で実行することをお勧めします。 ま
た、Vault Verify ユーティリティを、プロダクション データベースの復元コピーとテスト ボックスのデータ保管庫のバッ
クアップに対して実行することもお勧めします。 テスト ボックスに対して Vault Verify ユーティリティを実行すること
は、バックアップや復元の手順が機能することを確認するだけでなく、本稼動サーバーから Vault Verify ユーティリテ
ィが行う I/O の負荷を削減します。

♦ 中規模から大規模のデータベースに対して Vault Verify ユーティリティを実行している場合、Java -Xmx1024m パラメ
ータを渡して、実行中にメモリ不足になることを回避してください。

♦ corrupt（破損）チェック（このチェックは、すべてのアーカイブ ファイルを開き読み取ります）を使用する場合、Vault
Verify ユーティリティは、システム ハードウェアやデータ保管庫のサイズに応じて、1 時間あたり 3 ～ 30 GB の処理
速度で結果を返します。 missing（見つからない）チェックと stray（無関係）チェック（これらのチェックの処理速度は
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ずっと早く、ファイルの存在テストを実行し、ファイルを開いたり読み取ったりはしません）を使用している場合にも、シ
ステム ハードウェアやデータ保管庫のサイズに応じて、各チェックにつき、5 ～ 30 分さらに時間がかかります。

♦ 要求されたチェック オプションは、corrupt、missing、stray の順に実行されます。 さらに、corrupt チェックと
missing チェックとともに repair が使用されている場合、破損ファイルをまず破損ファイル フォルダに移動し、その
後で見つからないファイルとして処理されます。

♦ Vault Verify ユーティリティを実行するときは、指定された StarTeam 構成が実行中でもかまいません。 しかし、
StarTeam 構成が使用中の場合は、stray チェックと repair オプションは無視されます。

♦ 問題ファイルなどのレポートはすべて、コンソール ウィンドウに表示されます（結果をファイルに送りたい場合は、この
情報をテキスト ファイルにパイプ出力することができます）。 repair オプションを要求する場合、修復を試みた結果
も表示されます。 verbose オプションを指定すると、その他に進行状況と診断のレポートが追加されます。 Vault Verify
ユーティリティでは、ストアド プロシージャを使用して、有効だけれども破損または見つからないアーカイブ ファイルそ
れぞれの共有パス（プロジェクト/ビュー/フォルダのパス）をレポートします。 このプロシージャがない場合は、問題フ
ァイルのファイル名がレポートされ、共有パスはレポートされません。

♦ Vault Verify ユーティリティは、jar ファイルのセットに含まれています。 "main" ファイルは、VaultVerify.jar です。
これには、JRE 1.5 以降が必要です。 Vault Verify ユーティリティのヘルプ テキストを見るには、java -jar
VaultVerify.jar -help と入力します。 使用法の説明も、このヘルプ システムから入手できます。 データ保管庫検
証のコマンドライン オプションを確認するには、このトピックの最後に挙げた「関連参照」をご覧ください。

♦ StarTeam Server は常に、インストール フォルダで starteam-server-config.xml ファイルを検索し、サーバーが実
行中かどうかを判断します。 このファイルを別の場所にコピーし、Vault Verify ユーティリティに対して、path オプショ
ンでその新しい場所を指示する場合には、実行中の判断基準になることに十分注意してください。 コピーしたバージ
ョンの starteam-server-config.xml の中で、サーバーが実行中ではないと示されている場合に、Vault Verify ユー
ティリティで stray オプションと repair オプションが使用されると、StarTeam Server が実行中であっても、オプショ
ンは無視されます。

♦ Vault Verify ユーティリティに渡されるサーバー構成名は、大文字小文字を区別します。またサーバー構成名に空白
が含まれている場合、その名前を Vault Verify ユーティリティに渡すには、引用符で囲う必要があります。

♦ デフォルトでは、Vault Verify ユーティリティは、StarTeam Server と同じユーザー ID を使用してデータベースにアク
セスします。 そのユーザー ID のパスワードが空白でない場合には、Vault Verify ユーティリティに明示的に渡す必
要があります。 代替データベースのユーザー ID を渡すこともできます。

♦ デフォルトでは、Vault Verify ユーティリティからの出力は、コマンド ウィンドウに出力されます。 ボーランドでは、必要
に応じて、ボーランド テクニカル サポートに情報を送信していただけるよう、ファイルにパイプ出力することをお勧め
します。

関連手順

Vault Verify ユーティリティを用いてファイル リビジョンを検証する
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チェックアウト トレース ユーティリティを使ったチェックアウト操作のデータの
トレース
StarTeam チェックアウト トレース ユーティリティは、トレースが有効になっているサーバー構成におけるチェックアウト操作
に関するデータを含む *.csv ファイルを生成します。 ユーティリティを実行する前に、starteam-server-config.xml ファ
イルで、サーバー構成のトレースを有効にする必要があります。 トレースを有効にすると、サーバーはチェックアウトしたフ
ァイルそれぞれのトレースを記録し、トレース ファイル（checkout.cotrc）に情報を保存します。 ユーティリティではトレー
ス ファイルを入力し、チェックアウト操作に関するデータが入っている *.csv ファイルを出力します。 *.csv ファイルからの
出力を Datamart や Excel スプレッドシートにインポートできます。

*.csv ファイルには、各チェックアウトに関する以下の情報があります。

注: Cache Agent がチェックアウトを行った場合、チェックアウト データは、生成された .cotrc ファイルに含まれません。
Server によってチェックアウト操作が行われた場合にのみ、データが .cotrc ファイルに含まれます。

♦ UserID（ユーザー ID）

♦ User（ユーザー名）

♦ Timestamp（タイム スタンプ、チェックアウトの日時）

♦ ProjectID（プロジェクト ID）

♦ ProjectName（プロジェクト名）

♦ View（ビュー）

♦ ViewID（ビュー ID）

♦ FolderItemID（フォルダ ID）

♦ FolderPath（フォルダ パス）

♦ FileItemID（ファイル ID）

♦ FileName（ファイル名）

♦ Revision（ファイル リビジョン番号）

注: パフォーマンスを最適化するために、StarTeam によりトレース ファイルはすぐには更新されません。 StarTeam でトレ
ース ファイルの情報がバッファに保存され、処理のアイドル時間にトレース ファイルに書き込まれます。

チェックアウト トレース ユーティリティは、StarTeam Server のインストールのルート フォルダにあります
（CheckoutTraceDump.exe）。 ユーティリティの使用法について詳細は、このトピックの最後にあるリンクを参照してくださ
い。

関連手順

チェックアウト処理からデータをトレースする
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セキュリティ ログ
クライアントおよびサーバーでは、さまざまなログ ファイルが生成されます。 これらのログを解析することで、管理者はシス
テムのパフォーマンスを評価でき、場合によっては問題のトラブルシューティングも可能になります。 各サーバー構成に
は、それぞれ独自のサーバー ログとセキュリティ ログがあります。 各クライアントでは、それぞれ独自のログ ファイルが作
成され、そのクライアントとその接続先サーバー構成の間で行われるアクティビティが記録されます。

ユーザーがログ ファイルを参照するには、セキュリティ上のしかるべきアクセス権が必要です。 これらのアクセス権は、サ
ーバー管理 ツールの ツール    アカウント    アクセス権 メニューで設定できます。 アクセス権について詳細は、「関連参
照」セクションの「アクセス権と特権」をご覧ください。

以下の各セクションでは、次の事項について説明します。

♦ サーバー ログ ファイル

♦ セキュリティ ログ ファイル

♦ クライアント ログ ファイル（StarTeam.Log）

サーバー ログ ファイル

サーバー ログ ファイル（Server.<locale>.Log）には、1 つのサーバー構成でのアクティビティが記録されます。 サーバー
構成を起動するたびに、サーバーでは既存のログ ファイルの名前を変更し、現在のサーバー構成セッション用のログ ファ
イルを新規に作成します。 前回起動時に作成されたログ ファイルの名前は変更され、その変更日時が名前に付加されま
す（Server.<locale.date>.Log）。 たとえば、2007 年 11 月 9 日の午後 5 時 22 分にサーバー構成を起動した場合、前
回の Server.<locale>.Log ファイルの名前は Server.<locale>.2007-11-09-17-22-59.Log に変更され、2007/11/9
17:23:03 といったタイム スタンプの新しい Server.<locale>.Log ファイルが作成されます。

サーバーの稼動するオペレーティング システムで指定されているロケールが米国英語（en-US）ではない場合、サーバー
ログ ファイルは、米国英語用と指定ロケール用に 1 つずつ 合計 2 つ作成されます。 たとえば、Server.en-US.Log と
Server.ja.Log が作成されます。 前者はサポート用で、後者がユーザー用です。

ツール    管理    サーバー ログ を選択してサーバー ログ ファイルの内容はいつでも、サーバー構成が実行中でも確認
できます。 ログ ファイルの最後の 64 KB 分のみ表示されます。 ファイル全体を参照するには、メモ帳（Notepad）やワード
パッド（WordPad）などのテキスト エディタを使用して表示します。

セキュリティ ログ ファイル

セキュリティ ログ ファイルには、1 つのサーバー構成のセキュリティ関連イベントがすべて記録されます。 セキュリティ ログ
には、セキュリティ保護された各イベント（ログオン/ログオフなど）について、その発生日時、操作を実行したユーザー、操
作が実行されたワークステーション、対象となったアイテム、操作が失敗したかどうかを記録します。

サーバー構成でのユーザー数とアクティビティの量によっては、セキュリティ ログが急速に拡大する場合があります。 ログ
を適度な大きさに保っておくため、サーバーに古いエントリを削除させることができます。 まず、セキュリティ イベントを保存
しておく期間を決定したあと、それより古いエントリを完全削除するようにサーバー構成を設定します。 セキュリティ ログ エ
ントリの削除方法は、「関連手順」にある「セキュリティ ログでの作業｣を参照してください。

サーバー構成に対するアクセス権があれば、サーバーの動作中いつでもそのサーバー構成のセキュリティ ログを確認で
きます。 セキュリティ ログは、通常のログ ファイルではなく、データがデータベースに格納されています。 セキュリティ ログ
は、ツール    アカウント    セキュリティ ログ を選択すると利用できます。

StarTeam.Log ファイル

StarTeam.log ファイルは、セッション中にユーザーのクライアント ワークステーション上で行われた操作を記録します。 こ
れは、サーバー構成のセッション中に発生したエラーやサーバーとワークステーションの間で実行された操作の失敗をトラ
ブルシューティングしたり文書化する上で役に立ちます。
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StarTeam.Log ファイルには、以下の種類の情報が記載可能です。

♦ プロジェクトのオープン時や操作時にワークステーションからサーバー構成に送信されたコマンド。 複数の異なるサ
ーバー構成に存在するプロジェクトを扱う場合、StarTeam.Log ファイルに記録されるコマンド情報にサーバー構成名
を含めるように設定できます。

♦ 個人用オプションの設定など、ワークステーションでローカルに実行されたコマンド

♦ アプリケーションの使用中に発行されたエラー メッセージ

♦ StarTeamMPX で実行されたイベント

StarTeam.Log ファイルの作成

クライアントを起動するたびに、個人用オプションで指定したフォルダに StarTeam.Log ファイルが自動的に作成されます。

StarTeam.Log ファイルの場所

大半のシステムでは、StarTeam.Log ファイルのデフォルトの格納場所は C:\Documents and Settings\<ユーザー名>
\Application Data\Borland\StarTeam になります。 このフォルダに StarTeam.Log ファイルがすでに存在する場合、既
存ファイルの名前は、変更されます（変更日時が名前に付加されます）。 たとえば、2009 年 7 月 1 日午前 10 時 35 分に
StarTeam.Log ファイルが作成される場合、古い StarTeam.Log ファイルの名前が StarTeam-09-Nov-05-10-35-18.Log
に変更され、新しい StarTeam.Log ファイルが作成されます。

ヒント: クライアントを起動するたびに新しい StarTeam.Log ファイルが作成されるので、ログ フォルダはすぐにいっぱいに
なる可能性があります。 フォルダに保存されるログ ファイルの数を抑えるには、古いログ ファイルを出力フォルダ
から定期的に削除するか、StarTeam.log オプションを無効にします。 このオプションを無効にするには、個人用オ
プション ダイアログの ワークスペース タブにある エラーをログに記録 および 次の時間以上かかる操作とイベント
をログに記録 チェック ボックスをオフにします。

関連手順

サーバー ログでの作業

セキュリティ イベント ログでの作業

StarTeam.log を表示/カスタマイズする

関連参照

アクセス権と特権

セキュリティ イベント タイプ
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初期化ファイルの概要
初期化ファイルは、Windows プラットフォームごとに異なる場所に保存されています。 NT では、pathPrefix は C:
\interoffice です。 2000 と XP では、pathPrefix は C:\Documents and Settings になります。

このトピックの後の部分では、StarTeam が使用するさまざまな初期化ファイルについて説明します。

ConnectionManager.ini

ConnectionManager.ini ファイルには、アプリケーションのクライアントが動作する上で必要な情報が記述されています。
このファイルはアプリケーションのインストール時に作成されます。

以下は単なる例で、実際の用途には適しません。 「x」の部分は 16 進数を表します。

[ConnectionManager] WorkstationID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

starteam-server-configs.xml

starteam-server-configs.xml ファイルには、1 つまたは複数のサーバー構成のセッション オプションが記述されていま
す。 サーバー セッション オプションでは、サーバーによるサーバー構成の起動に必要な必須情報を指定します。 コンピュ
ータごとに starteam-server-configs.xml ファイルが 1 つ、サーバー アプリケーションと同じフォルダに存在します。
Windows プラットフォームでは、このファイルは通常 C:\Program Files\Borland\StarTeam Server 内にあります。

各サーバー構成のセッション オプション情報では、構成名の後に一連のオプションおよびそれらの設定が記述されていま
す。 このファイルは、最初のサーバー構成の作成時にサーバーにより作成され、その後、維持管理されます。 このファイル
は、サーバー構成の作成、変更、削除、起動、停止のたびに更新されます。 このファイルを直接編集しないでください。

ボーランドでは、starteam-server-configs.xml l ファイルをバックアップしておくかバージョン管理下に置くことをお勧め
します。

ヒント: このファイルに含まれている情報の説明は、このトピックの最後に挙げたリンク「starteam-server-configs.xml」を参
照してください。

starteam-client-options.xml

starteam-client-options.xml ファイルには、個人用オプション ダイアログで設定できるオプションごとに 1 行ずつ情報
が記述されています。なお、このダイアログにアクセスするには、Cross-Platform Client のメイン メニューから ツール  
個人用オプション... を選択してください。 starteam-client-options.xml ファイルに記述されるオプション名の大半は、こ
のダイアログに用意されているオプションの名前にちょうど対応します。 このダイアログ上でチェック ボックスとして表示さ
れているオプションは、選択時には 1 に、選択解除時には 0 に、それぞれ設定されます。 時間間隔に関するオプション
は、オプションに応じて分単位か秒単位で設定されます。 パスはテキストで表されます。 テキストでは引用符は使用されま
せん。

たとえば、「Project Component」の情報には、ワークステーションからアクセスされるプロジェクトの代替作業フォルダのパ
スが記述されます。 starteam-client-options.xml  ファイルに記述されるこのコンポーネントのエントリは、以下の要素
から構成されています。

♦ Project Component という語句

♦ ViewWorkingFolderOverrides（代替作業フォルダがビュー全体に適用される場合）または WorkingFolderOverrides（代
替作業フォルダが個々のフォルダに適用される場合）

♦ プロジェクトのビューおよびフォルダの識別番号を 16 進数で表したもの

♦ 作業フォルダの代替パス
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starteam-servers.xml

starteam-servers.xml ファイルには、作成したサーバー記述に対応するサーバー構成が一覧されており、その情報はプ
ロジェクトを開いたり作成するときに使用されます。 たとえば、Windows XP システムでは、このファイルは、C:\Documents
and Settings\<ユーザー>\Application Data\Borland\StarTeam フォルダに置かれています。

初期化ファイルは、Windows プラットフォーム毎に異なる場所に格納されます。 NT では、pathPrefix は C:\winnt
\Profiles です。 2000 と XP では、pathPrefix は C:\Documents and Settings になります。

UNIX システムでも Windows システムでも、serveradmin バッチ/スクリプト ファイルに記述されている Java コマンドに以下
のオプションを追加することで、starteam-servers.xml ファイルのデフォルトの場所を変更することができます。

-f NewServerListFile

serveradmin バッチ/スクリプト ファイル内で、Java コマンドに渡します。 新しいファイル名とその場所が、サーバー管理ツ
ール の starteam-servers.xml ボックスに表示されます。

クライアントまたはサーバー管理ツールのいずれかで、サーバー構成の更新または追加を行うたびに、このファイルが更新
されます。

関連手順

ログと初期化ファイルを管理する

関連参照

初期化ファイルの参照

starteam-server-configs.xml
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テスト サーバーの利用
ユーザーの環境で管理操作をスムーズに進めるためにできる簡単でありながら全体をひと通り見る方法は、StarTeam の
サーバー構成をテスト サーバーとしてデプロイすることです。 テスト サーバーは、実働サーバーより安価なハードウェアを
使用することができますが、実働サーバーのバックアップ コピーで実行できる必要があります。 この能力があるテスト サー
バーには、次のような多くの利点があります。

♦ 新しい SDK アプリケーション、ワークフロー ルール、リリース手順などは、実働サーバーに思わぬ副作用を及ぼすこ
となく、テスト サーバー上でテストすることができます。

♦ テスト サーバーを使用して StarTeam の新リリースを設定し、実働サーバーに適用する前にアップグレードのシミュ
レーションと操作の移行を行うことができます。

♦ テスト サーバーは、新しい開発者や管理者のトレーニングに使用できます。

♦ 組織のバックアップおよび復旧手順をテストすることができます。 緊急時の手順が有効であることが確認できれば、
実働マシンが致命的な障害に陥った場合にテスト サーバーをバックアップ機として使用することができます。

注: StarTeam Server 2009 より、サーバーは、新規ビューのデフォルトとして、"ファイル" タイプだけが事前選択された新
規プロジェクトを作成します。 プロジェクトを作成した後に、ユーザーはプロジェクト プロパティを変更できます。任意の
新しいビューに含めるアイテム タイプを変更できます。 ただし、ユーザーが変更しない場合は、デフォルトで、作成時
に、新しいビューにはファイルだけが含まれます。

この変更は、既存のプロジェクトには影響ありません。 影響があるのは、新しい StarTeam Server
2009（または StarTeam Server 2009 にアップグレードされた既存のサーバー）で作成された新しいプ
ロジェクトだけです。 プロジェクト プロパティに他のアイテム タイプを追加する場合（ビューを作成した
後）、親ビューに含まれるアイテムが取り込まれません（ただし新しいビュー作成中は除く）。 ユーザ
ーが以前のアイテムを新しいビューに導入する場合は、親ビューから再ベースによって取得する必要
があります。

関連手順

情報をバックアップする
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バックアップ
バックアップの実行に関する概念について説明します。

このセクションの内容

バックアップが必要なファイル

バックアップすべき情報について説明します。

StarTeam のバックアップ

オンライン バックアップと復旧の手順について説明します。

サーバー構成移動の概要

サーバー構成を移動する方法の概要を説明します。

オンライン バックアップ

サーバー構成のオンライン バックアップに関する情報を提供します。

データベースのバックアップ

データベースのバックアップの実行に関する概念について説明します。
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バックアップが必要なファイル
ここでは、バックアップが必要な StarTeam ファイルについて説明します。

StarTeam のバックアップを行っているとき、以下のフォルダとファイルがその中に含まれていることが必要です。

♦ starteam-server-configs.xml ファイル。 このファイルには、サーバー構成の情報が格納されます。 このファイル
は StarTeam Server のインストール フォルダに置かれています。

♦ データベース ファイル。 各サーバー構成には 1 つのデータベース（Oracle の場合は 1 つのスキーマ ユーザー）が
あります。

♦ Attachments フォルダとそのサブフォルダ。 これらのフォルダには、変更要求、タスク、トピックなどに添付されたファ
イルが入っています。

♦ HiveIndex フォルダ。

♦ 各ハイブ用の Archives フォルダ。 各ハイブの Cache フォルダはバックアップする必要はありません。

これらのファイルはすべて、同時に、また、できれば同じテープにバックアップを取る必要があります。

ヒント: バックアップの詳細については、このトピックの最後に挙げたリンク「StarTeam のバックアップ」を参照してください。

関連概念

Native-II データ保管庫とハイブ

StarTeam のバックアップ

データ保管の概要

関連手順

新しいハイブを作成する

データ格納オプションを設定する
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StarTeam のバックアップ
StarTeam では Native-II データ保管庫を使用するため、バックアップは完全にオンラインの状態で実行することができ、サ
ーバーをロックする必要は全くありません。 StarTeam Native-II データ保管庫によって、複数のハイブを作成することがで
き、それぞれにバックアップを必要とする独自のアーカイブ領域があります。 動的にハイブを追加して、データ保管庫の対
応能力を拡張することができるので、新しいハイブを追加する場合には、バックアップ手順も必ずその追加に対応したもの
にしてください。

ヒント: Native-II データ保管庫とハイブの詳細については、このトピックの最後に挙げたリンク「データ保管の概要」と「Native-
II データ保管庫とハイブ」を参照してください。

このトピックの後の部分では、ハイブを使ったオンライン バックアップ手順と復旧計画について説明します。

オンライン バックアップ

Native-II データ保管庫の特性を生かしたオンライン バックアップ手順を、以下にまとめます。

1 データベースのオンライン バックアップ手順を使用して、データベースをバックアップします。

2 データベースのバックアップが完了したら、各ハイブの Attachments フォルダと Archives フォルダをオンライン バック
アップします。 これらのバックアップは並行して実行することができ、完全/差分バックアップのスケジュールを、週単位
で完全バックアップを実行する、または、毎日差分バックアップを実行する、などのように使用することができます。

3 リポジトリの HiveIndex フォルダをバックアップします。

4 starteam-server-configs.xml をバックアップします。

注: サーバーがロックされることはありませんので、機能はすべて使用可能な状態を維持します。

復旧計画

ご存知のように、この方式でのデータ保管庫（添付とアーカイブ）のバックアップは、データベース バックアップ内で表される
日時的には "先行" した情報になります。 つまり、アーカイブと添付のフォルダには、データベースで確保したものでは表さ
れていない新しいファイルが含まれている場合があるということです。 しかし、復旧手順ではこの時間的不一致を許可する
ので、問題はありません。

以下に、前出のオンライン バックアップ計画にふさわしい復旧計画を示します。

1 最新のバックアップからデータベースをリロードします。

2 同時に、最新のバックアップからアーカイブと添付のフォルダをリロードします。 完全バックアップと差分バックアップが
使用された場合、最新の完全バックアップをリロードし、それと並行して、それ以降のすべての差分バックアップもリロ
ードします。

すべてのロードが完了すると、リポジトリが使用可能な状態になります。 アーカイブまたは添付のフォルダに、データベース
にはない "未来" のファイルがあっても、問題はありません。 StarTeam はこの "未来" のファイルを無視し、そのようなフ
ァイル リビジョンがいずれ改めて追加される場合に、StarTeam は既存のファイルを上書きします。
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サーバー構成移動の概要
サーバー構成の移動を行う前に、それぞれの StarTeam コンポーネントをバックアップする必要があります。

♦ データベース

♦ リポジトリ

♦ starteam-server-configs.xml ファイル

ヒント: バックアップするファイルについて詳細は、このトピックの最後にあるリンク「バックアップが必要なファイル」を参照し
てください。

このトピックの後の部分では、サーバー構成移動の概要と、サーバー構成を移動するときにエラーになる一般的な設定を
いくつか示します。

サーバー構成移動の概要

次にサーバー構成を移動するため手順の概要（データベース関連を除く）を示します。

1 サーバー構成を停止します。 Native-II データ保管庫を使用しているため、停止は必須ではありませんが、停止するこ
とをお勧めします。

2 データベースのバックアップを作成します。

3 移動する必要があるファイルの場所を確認します。 データベースのバックアップ、starteam-server-configs.xml フ
ァイル、リポジトリ内に Native-II アーカイブが含まれていない場合にはアーカイブが含まれているリポジトリがありま
す。

4 ファイルをソースの場所からターゲットの場所にコピーします。

5 ソース サーバー構成のエントリをターゲットの starteam-server-configs.xml ファイルにコピーします。 このファイル
がターゲット マシンにはない場合、ファイル全体をコピーします。ターゲット マシンに存在しないサーバー構成のエント
リをファイルから削除することもできます。 このファイルがターゲット マシン上に存在する場合には、ターゲット マシン
に移動するサーバー構成に必要なセクションだけをコピーするよう注意してください。

6 指定したサーバー構成の starteam-server-configs.xml の中にあるリポジトリ/ログ パスを修正します。

7 バックアップからデータベースを復元します。

8 ODBC 接続を構成します。

9 必要に応じて、設定を指定して起動... オプションを指定してサーバー構成を起動します。 詳細は、このトピックの最後
にあるリンク「サーバー構成を起動または停止する」を参照してください。

サーバー構成移動に関する間違った設定

以下に示すのは、サーバー構成の移動がエラーになるような間違った設定です。以下の方法では行わないでください。

♦ データベースだけを移動させ、そのデータベースを指す新しいサーバー構成を作成する。

♦ データベースとリポジトリだけから構成されるサーバー構成。 サーバー構成を移動するときには、starteam-server-
configs.xml ファイルも必要です。

♦ データベースを移行 ツールバー ボタンを使用するのみ。 このオプションで移行するのは、データベースのタイプのみ
です。

注: サーバー構成の移行について支援を必要とする場合は、ボーランドの StarTeam サポート（ http://
support.borland.com ）までご連絡ください。
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オンライン バックアップ
アーカイブ ファイルが Native-II データ保管庫形式である場合、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）バックアップすることができます。 オンライン バックアップ用にデータベースを設定する必要もあります。 データベー
スのバックアップの詳細については、このトピックの最後に挙げたリンク「データベースのバックアップ」を参照してください。

データベースのバックアップが完了するまでは、データ保管庫をバックアップしないことをお勧めします。 これら 2 つのバッ
クアップは同時に実行しないことをお勧めします。 このようにすることで、データベースで参照されるすべてのデータが、デ
ータ保管庫内の正しいデータ位置に出現することが保証されます。 データベースが認識していないファイルがデータ保管
庫に含まれる場合がありますが、このことによって問題が引き起こされることはありません。

データ保管庫のバックアップでは、すべてのハイブのアーカイブ フォルダとともに、HiveIndex.xml ファイルおよび
Attachments フォルダも対象にすることをお勧めします。 ハイブのキャッシュ フォルダのバックアップは任意です。 通常、
データベースとデータ保管庫は異なるコンピュータ上に置かれます。 データ保管庫自体が、複数のボリューム、また複数の
異なるコンピュータに分散する場合があります。 バックアップする必要があるデータの詳細については、このトピックの最後
に挙げたリンク「バックアップが必要なファイル」を参照してください。

以下のような場合に、バックアップを利用して復元します。

♦ データベースが失われた場合 --- 管理者はデータベースの最後の完全バックアップを復元し、REDO ログ（Oracle
の場合）またはインクリメンタル バックアップ（MS SQL Server の場合）を適用して、データ保管庫の時点にまでデー
タベースをロール フォワードする必要があります。

♦ データ保管庫が失われた場合 --- 何らかの復元処置を実行する前に、トランザクション ログ（REDO ログ）を含め
て、その現在の状態でデータベースのバックアップを取ることが非常に重要です。

♦ データ保管庫（または、データ保管庫とデータベースの両方）が失われた場合 --- サーバー管理者はデータベース
とデータ保管庫の両方を最後のバックアップから復元する必要があります。 オンライン データベース バックアップの
復元後、データ保管庫のバックアップ時点にまでデータベースをロール フォワードする必要があります。

注: トランザクション ログ（REDO ログ）が残っていないと、データが失われる原因となったり、障害復旧能力が制限された
りする可能性があります。
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データベースのバックアップ
データベースのバックアップの実行に関する概念について説明します。

このセクションの内容

データベース バックアップの概要

SQL Sever データベースおよび Oracle データベースのバックアップに関する情報を提供します。

SQL Server データベース バックアップ

SQL Sever データベースのバックアップに関する概念を説明します。

Oracle データベースのバックアップ

Oracle データベースのバックアップに関する概念を説明します。
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データベース バックアップの概要
ここでは、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、各
組織の IT インフラストラクチャ スタッフと相談した上で策定する必要があります。

注: 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。 バックアッ
プするデータの詳細については、「関連概念」の「バックアップ」トピックを参照してください。
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SQL Server データベース 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。 このトピックの後の部分では、SQL Sever がサポートするバックアップの種類について説明し、SQL
Sever バックアップの実行に関する推奨事項を示します。

SQL バックアップの種類と復旧モデル

SQL Server 2005 は以下のタイプのバックアップをサポートします。

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
プはデータベースのスナップショットを提供します。 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
ックアップを頻繁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、先に完全バックアップを実行していなければ意味がありません。

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、トランザクション ログの最後の
バックアップ以降のすべてのトランザクションを含みます。 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、復元することがで
きます。

データベースを復元することにより、データベース全体をデータベースバックアップから 1 ステップで再現することができま
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。

SQL Server 2005 でサポートされる復旧モデルには、以下のものがあります。

フル（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可能でなければならない場合
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。

一括ログ記録 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
までの復旧しかできません。

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、最終バックアップ終了時点までの復旧しかできま
せん。

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、フルまたは一括ログ
記録のどちらかの復旧モデルを使用する必要があります。
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SQL Server 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。 完全バックアップはデータベ
ースのスナップショットを提供します。 復旧オプションのほとんどは、完全バックアップの存在を前提とします。

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。

SQL Server 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頻繁に行うことをお勧めします。 頻繁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減少します。

差分バックアップは、そ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。 ある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することはできません。

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。

SQL Server 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することができます。

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データベース
の完全な状態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不完全であったすべてのトランザ
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減少します。 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は、「フル」および「一
括ログ記録」の各復旧モデルとの組み合わせでのみ使用できます。

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。な
ぜなら、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。

SQL Server 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、データベースの残りの部分を復元することなく、損害を受けたファイ
ルだけを復元できるので、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。
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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。
この理由から、ファイルのバックアップは「フル」および「一括ログ記録」の各復旧モデルとの組み合わせでのみ使用できま
す。

SQL Server データベース バックアップの推奨事項

ボーランドでは、以下の方針を推奨します。

♦ 「フル」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、ボーランドでは、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することはできません。 これは、利用可能な最後のトランザクション ログバックアップ以降の特
定時点への復旧の妨げとなります。

関連概念
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Native-II データ保管庫とハイブ
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関連手順

新しいハイブを作成する

データ格納オプションを設定する
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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 バックアップは ARCHIVELOG モードでの動作時に
のみ実行できます。 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。

このトピックの後の部分では、Oracle がサポートするバックアップの種類について説明し、Oracle バックアップの実行に関
する推奨事項を示します。

Oracle バックアップの種類

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であり、異なるオペレーティン
グ システム間で容易に移動できます。

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。

RMAN バックアップ データベースがオフラインまたはオンラインである間、DBA は RMAN ユーティリ
ティを使用してデータベースをバックアップできます。

エクスポート/インポート データ ポンプ エクスポート ポンプとインポート ポンプは、Oracle 10g の新機能です。 Expdp
と Impdp はクロスプラットフォームであり、異なるオペレーティング システム間で
容易に移動できます。

Oracle 論理データベース バックアップ

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、表を選択的に再インポートできることです。 ただし、復元されたエクスポート ファイルからロール
フォワードすることはできません。 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、データベース全体の再
作成に近い作業が必要です。 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。

Oracle オフライン（コールド）データベース 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否かに関係なく、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、損害を受け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
用することができます（アクティブな REDO ログ ファイルが損害を受けていないことが前提）。
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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いつでも、データベースを停止し、最低限、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（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 フォワードすることができます。 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。

Oracle オンライン（ホット）データベース 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 バックアップの期間中、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 '/<ディレクトリ名>/control.dbf';

オンライン バックアップの頻度は、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。 バックアップが古ければ
古いほど、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。 プロダクション データベース
を保護するために、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をお勧めします。

ボーランドでは、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 はバックアップ モードでは、通常の差分の代わりに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凍結につながります。
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Oracle RMAN データベースのバックアップ

Recovery Manager（RMAN）は、DBA が Oracle データベースをバックアップおよび復旧するための Oracle ツールです。
RMAN を使用すると、完全バックアップ（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インクリメン
タル 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、集中化されたバックアップおよび復旧手順を管理する

♦ 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するこ
とができます。

♦ インクリメンタル バックアップをサポートする インクリメンタル 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。 これは、ディスク使用率を抑え、バックアップ時間を大きく短縮するために役立ち
ます。 Oracle 10g では ”ブロック チェンジ トレーニング” と呼ばれる新機能が導入されました。 この機能により、イン
クリメンタル バックアップが大きく改善されます。 この機能の実装方法については、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
装する前に『Oracle Backup and Recovery Guide』をお読みください。

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;

}

Example RMAN restore:

rman target sys/*** nocatalog

run {

allocate channel t1 type disk;

restore tablespace users;

recover tablespace users;

release channel t1;

}

Oracle エクスポート/インポート データ ポンプ

Oracle は 10g リリースで、エクスポート/インポート データ ポンプを導入しました。 インポート ポンプは、従来のインポート
ユーティリティよりも 20 倍高速です。 エクスポート/インポート データ ポンプユーティリティは、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。 エクスポート/イ
ンポート データ ポンプ ユーティリティはロール フォワード機能を提供しないので、週 7 日 24 時間稼働モデルには適しま
せん。 エクスポート データ ポンプは、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提供します。
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Oracle データベースのバックアップ推奨事項

ボーランドでは、StarTeam インスタンスを週 7 日 24 時間稼働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。 RMAN はこの数年間で進歩を遂げており、Oracle は、障害復旧をより簡単にし、信頼性を高
め、より高速にするための機能を追加し続けています。

関連概念

バックアップが必要なファイル

Native-II データ保管庫とハイブ

StarTeam のバックアップ

データ保管の概要
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バックアップ

関連手順

新しいハイブを作成する

データ格納オプションを設定する
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カスタマイズ
ここでは、組織のニーズに合わせて StarTeam をカスタマイズする方法を説明します。
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電子メール サポートと電子メール通知のカスタマイズ
電子メール通知を利用するには、[サーバー管理] ウィンドウの サーバーの構成 ダイアログの 全般 タブで、電子メールに
よるサポートと電子メールによる通知を有効にする必要があります。 ここでは、StarTeam Server における電子メール サポ
ート、電子メール通知、および電子メール通知のカスタマイズの概念について説明します。

カスタム電子メール通知や Notification Agent では、クライアントが算出したフィールドは使用できません。

電子メール サポート

サーバー構成に対して電子メールを有効にすると、アプリケーション内から別のユーザーにアイテムのプロパティを電子メ
ールで送信できます。 電子メールの受信者は、電子メールを受信するためにアプリケーションを実行している必要はありま
せん。

アイテムに対する排他的ロックが解除された場合は、ユーザーに自動的に電子メールが送信されます。 ユーザーがロック
を解除できるのは、それを実行するために必要な適切なアクセス権限を持っている場合だけです。

その他の特定のイベントが発生した時に、自動メール通知が実行されるようにアプリケーションを設定することもできま
す。 サーバー構成とシステム ポリシー オプションに応じて、以下の設定ができます。

♦ System Managers グループのメンバは、サーバー ログにエラーが追加されるたびに、電子メールを受信できます。

♦ Security Administrators グループのメンバは、ログオンの失敗が発生するたびに、電子メールを受信できます。

♦ すべてのユーザーは、自分が担当者になっているか、自分が受信者になっているアイテムに関する自動通知を受信
できます。

注: アイテムや通知の受信者のメール アドレスの形式が正しくない場合は、そのアドレスへのメール送信に問題が発生し
たことを表すエントリが、サーバー ログに記録されます。 電子メール アドレスの形式は正しいけれどもアドレスが無効
な場合（"junk@place.com" など）は、有効な受信者全員にメールが送信された後で、送信者には無効なアドレスのメー
ル システムから配信できない旨を知らせるメッセージが届きます。

電子メール通知

電子メール通知を有効にすると、以下のような場合に、ユーザーは自動的に電子メールを受信できます。

♦ 変更要求の 担当者 フィールドの値が変更された場合

♦ 自分が担当者になっている要件やタスクの任意のフィールドが変更された場合

♦ 受信者として登録されているトピックの任意のフィールドが変更された場合 （トピックの受信者が登録されていない場
合は、誰も電子メール通知を受信しません）

電子メール通知は、クライアントとは独立なので、チーム メンバは、通知メッセージを受信するためにクライアントを実行す
る必要はありません。

自動電子メール通知の受信者に送られるデフォルトのメッセージは、サーバーのロケールに基づいてローカライズされま
す。 たとえば、サーバーのロケールが fr-FR の場合は、StarTeam Server がフランス語にローカライズされているので、メ
ッセージもフランス語で送信されます。 ロケールに対応する翻訳文がない場合、メッセージは英語になります。

ヒント: 特定のサーバー構成で使われる言語を変更することもできます。それには、そのサーバー構成用に保存されてい
る starteam-server-configs.xml のセクションに NotificationLocale を追加します。 たとえば、
NotificationLocale=ja を追加すると、メッセージは日本語で送信されます。

（クライアントの メールで送信... コマンドを使用して）個人が送信した電子メール メッセージと、電子メール通知のメッセージ
をユーザーが混同する場合もあります。電子メール メッセージのテンプレートをカスタマイズしていないと、これらは少々似
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ているからです。 したがって、自動電子メール通知を有効にする場合は、電子メール メッセージと電子メール通知の違い
をユーザーに説明しておくと良いでしょう。

注: サーバー構成ごと、プロジェクトごと、またはコンポーネントごとに、電子メール通知を動的にカスタマイズすることがで
きます。 それには、リポジトリ内の Notifications フォルダの下にあるテンプレートを編集します。 StarTeam データベー
スに保存されているフィールドを、カスタム テンプレート内で使用することもできます。 フィールドの一覧は、「関連参
照」セクションの「フィールド」をご覧ください。

カスタム電子メール通知

サーバー構成ごと、プロジェクトごと、またはコンポーネントごとに、自動電子メール通知をカスタマイズして送信するよう
に、StarTeam Server を設定できます。 独自のテキスト ベースまたは HTML ベースのメッセージ テンプレートを設計する
こともできますし、Borland から新たに提供されたデフォルトのテンプレートを利用することもできます。デフォルトのテンプレ
ートは、サーバーのインストール フォルダの下の Notifications フォルダにあります。 （プレーン テキストの場合も HTML の
場合も）電子メール通知のメッセージは、すべて UTF-8 エンコーディングで送信されます。

以下のコンポーネントに対して、電子メール通知で使用するカスタム電子メール テンプレートを定義できます。

♦ 変更要求

♦ タスク

♦ トピック

♦ 要件

電子メール通知を利用するには、[サーバー管理] ウィンドウの サーバーの構成 ダイアログの 全般 タブで、電子メールに
よるサポートと電子メールによる通知を有効にする必要があります。 電子メール通知用のメッセージ テンプレートや構成フ
ァイルのカスタマイズを行わずに、サーバー上で電子メール通知を有効にした場合は、以前のリリースの StarTeam で使わ
れていた標準の電子メール通知が送信されます。

サーバー構成を最初に起動したときに、インストール ディレクトリ内の Notification フォルダの内容が、そのサーバー構成
のリポジトリの Notifications フォルダにコピーされます。 ユーザーは、サーバー構成のリポジトリ内の Notifications フォル
ダにあるデフォルトのテンプレートをカスタマイズできます。 定義済みの電子メール通知ファイルは、一組のコンポーネント
レベルの XML 構成ファイルと、任意の数の電子メール メッセージ本体のテンプレートで構成されています。構成ファイル
は、コンポーネントごとに 1 つ存在します。 メッセージ本体のテンプレートには任意の名前が付けられますが、 構成ファイ
ルは以下の名前にしなければなりません。

♦ ChangeRequest.xml

♦ Requirement.xml

♦ Task.xml

♦ Topic.xml

定義済みの電子メール メッセージ本体のテンプレートの名前は、以下のとおりです。

♦ itemTypeAbbr-new.txt

♦ itemTypeAbbr-modified.txt

♦ itemTypeAbbr-new.html

♦ itemTypeAbbr-modified.html

itemTypeAbbr の部分には、cr、req、task または topic が該当します。
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サーバー構成を起動するたびに、 Notifications フォルダの内容がスキャンされます。 構成ファイル（.xml）が無効であるに
もかかわらず、サーバー構成の電子メール通知が有効になっている場合は、サーバー ログにエラー メッセージが記録さ
れ、サーバーの起動に失敗します。

サーバー構成を再起動せずに、リポジトリの Notifications フォルダにあるメッセージ テンプレートを動的に更新することも
できます。 サーバーは、2 分ごとに構成ファイルとメッセージ テンプレート ファイルの変更をチェックして、これらのファイル
内に見つかった変更を直ちに適用します。

サーバー構成の実行中に、破損した構成ファイルまたはテンプレート ファイルが検出された場合は、予め定義されている
電子メール メッセージが管理者グループに送信されます。 Notifications フォルダに有効な構成が復元されるまでは、電子
メール通知は利用できません。 Notifications フォルダ内の任意のファイルが無効な状態にある間は、以前のリリースの
StarTeam で使われていた標準の電子メール通知がユーザーに送信されます。

注: 変更要求に対する構成ファイルとメッセージ本体のテンプレート ファイルの詳細については、このトピックの最後の参
照セクションのリンクを参照してください。

電子メール通知用のメッセージ テンプレートで使われる StarTeam フィールド

リポジトリ内の Notifications フォルダにあるサンプル テンプレートには、ユーザー独自のカスタム テンプレートで利用でき
るフィールドが含まれています。 StarTeam では、以下の 3 種類のフールドが使用できます。

♦ データベースに保存されているフィールド

♦ クライアントが算出したフィールド

♦ サーバーが算出したフィールド

注: カスタマイズされた電子メール通知用のメッセージ テンプレートでは、クライアントまたはサーバーが算出したフィール
ドは使用できません。 テンプレートは、データベースに保存されているフィールドのみを認識します。

電子メール通知用のメッセージ テンプレートでの埋め込み画像

HTML メールのメッセージ テンプレートに、画像を埋め込むことはできません。 ただし、ユーザーがアクセス可能な Web サ
イト上の画像への URL を使用することはできます。 この場合は、画像は外部と見なされるので、画像が表示されるかどう
かは、ユーザーの電子メール クライアントの設定によります。

関連手順

電子メールによるサポートと電子メールによる通知を設定する

プロジェクト/コンポーネント単位で電子メールによる通知を設定する
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手順
ここでは、StarTeam の利用と管理に関連するすべてのタスクについて説明します。

このセクションの内容

StarTeam Server のライセンス登録

ライセンス登録に関するタスクについて説明します。

セキュリティ オプションの設定

セキュリティ オプションの設定に関するタスクを説明します。

サーバーを移行する

サーバーのデータを別のサーバーに移行する作業手順を説明します。

ユーザーおよびグループを管理する

ユーザーおよびグループを管理する作業手順を説明します。

パスワードを管理する

パスワードを管理する作業手順を説明します。

アクセス権とグループ特権を管理する

アクセス権とグループ特権を管理する作業手順を説明します。

ログと初期化ファイルを管理する

ログと初期化ファイルを管理する作業手順を説明します。

情報をバックアップする

このセクションでは、情報をバックアップする作業手順を説明します。

チェックアウト処理からデータをトレースする

Checkout Trace ユーティリティを使って、チェックアウト処理からデータをトレースする作業手順を説明します。

サーバー構成での作業

サーバー構成で作業を行うための作業手順を説明します。

サーバー構成のオプションを設定する

サーバー構成のオプションを設定する作業手順を説明します。

データ格納オプションを設定する

データ格納オプションを設定する作業手順を説明します。

145



StarTeam Server のライセンス登録
これらのトピックでは、StarTeam Server - Windows のライセンス登録の設定と管理に使用する手順を説明します。

このセクションの内容

ネイティブ ライセンスの使用

ネイティブ ライセンスを使用したサーバー ライセンスの登録方法について説明します。

ユーザーへのライセンスの割り当て

ユーザーへのライセンスの割り当て方法について説明します。

ライセンス サーバーの設定

ライセンス サーバーの設定方法について説明します。

ライセンス（.slip）ファイルの保存

ライセンス サーバーを使用してユーザーにライセンスを付与する場合に必要なライセンス ファイルを、どのよう
に、どこに保存するかについて説明します。

指名ユーザー ライセンスの管理

指名ユーザー ライセンスの割り当てと削除の方法について説明します。

評価ライセンスの利用

評価ライセンスの延長方法について説明します。
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ネイティブ ライセンスの使用
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過ぎる前に、製品を登録するか、評価期間の延
長をしてください。

ここでは、サーバー管理ツールとコマンド プロンプトで、StarTeam Server のライセンスを登録する方法について説明しま
す。 このタイプのライセンスをネイティブ ライセンスと言います。

サーバー管理ツールを使用してネイティブ ライセンスを登録するには

1 サーバー管理ツールを起動します。

2 メイン メニューから 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 ボック
スが表示されます。

3 ダイアログ ボックスの左ペインから 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 ボックスが開きます。

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。

注: 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。

コマンド プロンプトを使用して、ネイティブ ライセンスを登録するには

1 コマンド プロンプトを開きます。StarTeam Server のホーム インストール フォルダに移動します。 たとえば、C:\Program
Files\Borland\StarTeam Server xxxx。

2 コマンド プロンプトで以下のとおり入力します： starteamserver -serial number -access key

注: StarTeam Server のサーバー構成が 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。

関連概念

ライセンスの概要

関連手順

ライセンス サーバーの設定

サーバー管理ツールを開く
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ユーザーへのライセンスの割り当て
StarTeam を使用するには、ユーザーが指名ユーザー ライセンスまたは同時使用ライセンスを持つ必要があります。 デフ
ォルトでは、ユーザーには、同時使用ライセンスが割り当てられます。 StarTeam Server 管理者は、サーバー管理ツール
の ユーザー マネージャ を使用して、既存のユーザーまたは新規ユーザーに対してライセンスを割り当てます。

ユーザー マネージャ では、ユーザーのプロパティ ダイアログ ボックスまたはコンテキスト メニューでライセンスを割り当て
ます。 一般に、一括処理にはコンテキスト メニューを使用し、一度に 1 ユーザーずつライセンスを割り当てるには ユーザ
ーのプロパティ ダイアログ ボックスを使用します。 ライセンスは、Borland LDAP QuickStart Manager を使用して割り当て
ることもできます（通常は一括処理ですが、個々の処理も可能です）。 どの方法を選択するかは、次のシナリオに示したよ
うに、何をしているかによって決まります。

♦ 新規ユーザーを追加し、そのユーザー情報を入力しているという場合、その処理の一貫としてライセンスの割り当て
を行えます。 この場合、ほとんどは 新しいユーザーのプロパティ ダイアログ ボックスで行います。

♦ アップグレードを行っていて、既存のユーザーのグループに対して新しいリリース用の新しいライセンス スリップを割
り当てる必要があるという場合、該当するユーザーを複数選択して、それらのユーザーに 1 つのスリップを同時に割
り当てることができます。 これはコンテキスト メニューから行います。

♦ StarTeam の評価を行ってきて、ネイティブ ライセンスまたはライセンス サーバーと併せて使用する ライセンスをご購
入いただいたという場合、実働サーバー構成から（評価期間中の）既存のすべてのユーザーを選択し、そのユーザー
に 1 つのライセンス タイプまたはライセンス スリップを割り当てることができます。 これはコンテキスト メニューから
行います。

♦ あるグループの人たちが仕事から離れ、その人たちが今後 StarTeam を使用することがないようにするという場合
は、そのようなユーザーをすべて選択して、ライセンス タイプを 未割り当て に変更することができます。

注: 指名ユーザー ライセンスおよび同時使用ライセンスは、以前の StarTeam リリースでのライセンスと同じです。

ライセンスを既存ユーザーに割り当てるには：

1 スタート    プログラム    StarTeam    StarTeam Server 2009    StarTeam Server を選択して、サーバー管理ツー
ルを開きます。

2 サーバー リストからサーバー構成を選択します。 まだログオンしていなかった場合は、ログオンするように要求されま
す。 クライアントを使用している場合、管理できるのはリモート サーバーだけです。

3 次のいずれかを行います。

♦ 左下部ペインで アカウント バーをクリックします。 次に、ユーザー マネージャ ショートカットをクリックします。

♦ ツール    アカウント    ユーザー マネージャ を選択します。

この操作により、ユーザー マネージャ が表示されます。

4 1 つまたは複数のユーザーを選択します。

5 右クリックしてコンテキスト メニューを表示し、プロパティ を選択して、ユーザーのプロパティ ダイアログ ボックスを表
示します。

6 [ライセンス] ドロップダウン リスト ボックスからライセンス タイプを選択します。

♦ （オプション）指名ユーザー ライセンスまたは同時使用ライセンスのいずれか対する、1 つまたは複数のボーラ
ンド ライセンス サーバー スリップ ファイルのライセンス番号。

♦ StarTeam 指名。 ユーザーには、特定のライセンスが割り当てられます。

♦ StarTeam 同時使用。 ユーザーは、StarTeam にログオンしたときに「フローティング」ライセンスの 1 つが割り当
てられます。

♦ 未割り当て。 ユーザーがライセンスを持たない場合、この「ライセンス タイプ」を選択します。
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7 ユーザーのプロパティを編集して、ユーザー名をネットワーク ログオン名に変更しなければならない場合もあります。

注: [ユーザー マネージャ] ウィンドウの下端にあるステータス行に、現在使用可能な指名ユーザー ライセンス数など、ラ
イセンス管理の統計情報が表示されます。

新規ユーザーにライセンスを割り当てるには：

1 ユーザー マネージャで、新規ユーザー... ボタンを選択します。

新しいユーザーのプロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。

2 全般 タブで、ライセンス ドロップダウン リスト ボックスからライセンス タイプを選択します。

♦ StarTeam 指名。 ユーザーには、特定のライセンスが割り当てられます。

♦ StarTeam 同時使用。 ユーザーは、StarTeam にログオンしたときに「フローティング」ライセンスの 1 つが割り当
てられます。

♦ 未割り当て。 ユーザーがライセンスを持たない場合、この「ライセンス タイプ」を選択します。

デフォルトは [StarTeam 同時使用] です。

3 適宜、全般 タブおよびその他のタブでその他のデータを入力します。 ログオン タブの ユーザー名 テキスト ボックス
にはネットワーク ログオン名を使用するようにしてください。

4 OK をクリックして、新しいユーザーのプロパティ ダイアログを閉じます。

関連概念

ライセンスの概要

関連手順

指名ユーザー ライセンスの管理

ライセンス サーバーの設定

ユーザーおよびグループを管理する
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ライセンス サーバーの設定
Borland License Server（BLS）か、このリリース以前からある StarTeam のネイティブ ライセンス登録か、どちらを使用する
か選択できます。 ライセンス サーバーを使用する場合、ユーザーは自分のネットワーク ログオン名を StarTeam でのユー
ザー名として使用しなければなりません。 ここでは、ライセンス サーバーの設定のため管理者が行う手順を説明します。

ライセンス サーバーを設定するには：

1 StarTeam 管理者として、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（営業担当者がこれを行いま
す）。

2 ライセンス サーバーをインストールします（操作手順については、ライセンス サーバーのドキュメントを参照）。

3 ライセンス ファイルを保存します（この作業には、ボーランドの Web サイトへのアクセスと、「slip」と呼ばれるボーラン
ド ライセンス ファイルのダウンロードも含まれます）。

4 slip ファイルを /License フォルダ（StarTeam Server 2009 のインストール フォルダのサブディレクトリ）に置きます。

5 ユーザーごとに、ライセンス サーバーを設定します（詳細については、ライセンス サーバーのドキュメントを参照してく
ださい）。

6 StarTeam サーバー管理ツールを使用して、以下のことが行えます。

♦ ユーザー名をネットワーク ログオン名に変更します。

♦ ライセンス オプションを設定して、ユーザーに特定のライセンスを割り当てます。

StarTeam Server は、起動時に slip をチェックし、それに関する情報をメモリに格納します。 新しい slip は、サーバーが次
に再起動されるまで認識されません。

ユーザーが StarTeam クライアントからログインしたときに、そのユーザーに割り当てられているライセンスに基づいて、そ
のユーザーがどの機能を利用できるかという情報がサーバーからクライアントに伝えられます。 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 /License 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、そのユーザーはログオンできず、StarTeam Server は例
外を返します。

注: ライセンス サーバーを使用している場合、StarTeam Server は同時使用ライセンスをすぐに解放しますが、ライセンス
サーバーが数分間そのことを認識しない場合があります。 StarTeam Server は、ライセンス使用状況について、ライセ
ンス登録 slip で指定された間隔でライセンス サーバーを更新します。 ライセンス サーバーは、そのライセンスの次の
更新が発生した時点でのみ、ライセンスが解放されていることを把握します。

関連概念

ライセンスの概要

関連手順

指名ユーザー ライセンスの管理

ライセンス（.slip）ファイルの保存

ユーザーへのライセンスの割り当て
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ライセンス（.slip）ファイルの保存
ボーランドからのライセンス証明書の電子メール（営業担当者がこれを行います）でライセンス登録情報を受け取った後、ラ
イセンス サーバーをインストールし、ボーランドから送られてきたライセンスを管理する必要があります。 この作業では、こ
こで説明するように、ボーランドの Web サイトへのアクセスと、.slip ファイルというボーランド ライセンス ファイルのダウンロ
ードを行います。

ライセンス（.slip）ファイルを保存するには：

1 ボーランドの Web サイトから、ライセンス証明書の電子メールにあったリンクを使用して、Web 上の指示に従って、.slip
ファイルが含まれている .zip ファイルをすべてダウンロードします。

2 それぞれの concurrent_.slip ファイルや named_.slp ファイルを C:\Program Files\Borland\StarTeam Server
2009\License ディレクトリにコピーします。

3 各 server_.slip ファイルを C:\Borland\BLS4\conf にコピーします。

注: 「BLS4」フォルダ名は、使用するボーランド ライセンス サーバーのバージョンによって変わる場合
があります。 また、ボーランド ライセンス サーバーの代わりに FLEXlm を使用している場合、
server_.slip ファイルを他の場所にインストールすることが必要な場合があります。 FLEXlm サーバ
ーのドキュメントを確認してください。

StarTeam Server は、起動時に slip をチェックし、それに関する情報をメモリに格納します。 新しい slip は、サーバーが次
に再起動されるまで認識されません。

slip を \License フォルダに置き、StarTeam Server が再起動されると、サーバー管理ツールの ユーザー マネージャ にそ
の slip に関する情報が表示されるようになり、管理者はこの slip から得られるライセンスをユーザーに割り当てることがで
きます。

関連概念

ライセンスの概要

関連手順

ユーザーへのライセンスの割り当て

指名ユーザー ライセンスの管理

ライセンス サーバーの設定
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指名ユーザー ライセンスの管理
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
（以前は固定ライセンスと呼ばれていたもの）は、そのライセンスが割り当てられたユーザーのみが使用することのできるラ
イセンスですが、同時使用ユーザーはライセンスを共有して、利用可能な同時使用ライセンスがある限りログオンできま
す。 指名ユーザー ライセンスを受け取ったユーザーは、サーバーへのアクセスが保証されます。

必要に応じていくらでもユーザーを追加することができますが、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にのみ付与されます。 指名ユーザ
ー ライセンスを所有している場合、サーバー管理ツールユーザー マネージャ 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。 指名ユーザー ライセンスを持つユーザーの名前の前には、アンカーが表示されます。 指名ライ
センスを割り当てるには、その前に対象ユーザーを追加しておかなければなりません。

サーバー管理者（Administrator）には、削除できない指名ユーザー ライセンスが自動的に割り当てられています。 この「無
償」ライセンスは、指名ユーザー ライセンス数としてはカウントされません。 指名ユーザー ライセンスの割り当ては、サー
バーのライセンス登録後に可能になります。

ヒント: ユーザー マネージャ のステータス バーには、使用中の指名ユーザー ライセンス数と同時使用ライセンス数が表
示されます。

指名ユーザー ライセンスを割り当てるには：

1 スタート    プログラム    StarTeam    StarTeam Server 2009    StarTeam Server を選択して、サーバー管理ツー
ルを開きます。

2 サーバーの一覧からサーバー構成を選択します。 まだログオンしていなかった場合は、ログオンするように要求され
ます。 クライアントを使用している場合、管理できるのはリモート サーバーだけです。

3 サーバー管理ツールから、以下のいずれかを行います。

♦ 左下部ペインで アカウント バーをクリックします。 次に、ユーザー マネージャ ショートカットをクリックします。

♦ ツール    アカウント    ユーザー マネージャ を選択します。

この操作により、ユーザー マネージャ が表示されます。

4 指名ユーザー ライセンスを割り当てるユーザーを選択します。

注: ユーザーが表示されない場合には、そのユーザーが属するグループを選択するか、または すべて
の子孫グループのユーザーを表示する チェック ボックスをオンにしなければならない場合がありま
す。

5 右クリックして、コンテキスト メニューから ライセンスの割り当て    指名ユーザー ライセンスの追加 を選択します。

注: 指名ユーザー ライセンスや同時使用ライセンスをボーランド ライセンス サーバーからダウンロードした場合は、コンテ
キスト メニューに各ファイルのライセンス番号が表示されます。

ユーザーに指名ユーザー ライセンスが割り当てられたら、そのユーザーの名前の前にアンカーが表示されます。

注: ユーザーの持つライセンス タイプを変更すると、変更はそのユーザーが次回ログオンするまでは有効になりません。
ライセンス変更の効果をすぐに有効にするには、その変更の影響を受けるユーザーを強制ログアウトする必要があり
ます。

指名ユーザー ライセンスを削除するには：

1 ユーザー マネージャ で、1 つまたは複数のユーザーを選択します。
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2 右クリックして、コンテキスト メニューから ライセンスの割り当て    指名ユーザー ライセンスの削除 を選択します。

注: 指名ユーザー ライセンスを削除すると、そのユーザーは自動的に、同時使用ライセンスに変わります。

関連概念

ライセンスの概要

関連手順

ユーザーへのライセンスの割り当て

ライセンス サーバーの設定

ユーザーおよびグループを管理する

153



評価ライセンスの利用
StarTeam Server - Windows 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過ぎる前に、製品の登録を行うか評価期間の延長を行ってください。 そうしないと、期限切れ
の StarTeam Server が管理するサーバー構成にクライアントがアクセスすると、（ファイル や 変更要求 などの）コンポーネ
ントが全く使用できなくなり、StarTeam Cross-Platform Client では、上部ペインと下部ペインにタブが表示されなくなりま
す。

StarTeam Server - Windows の評価期間を延長するには：

1 次の URL より、ボーランドに問い合わせ、評価延長キーを入手してください：  http://www.borland.com/us/company/
how-to-buy.html 。

2 スタート    プログラム    StarTeam    StarTeam Server 2009    StarTeam Server を選択して、サーバー管理ツー
ルを開きます。

3 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 ボックス
が表示されます。

4 ダイアログ ボックスの左ペインから ライセンス アイテムを選択します。

5 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。

6 評価キーを入力して OK をクリックします。

7 StarTeam Server のバージョン情報 ダイアログ ボックスを閉じます。

関連概念

ライセンスの概要

関連手順

ライセンス サーバーの設定
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セキュリティ オプションの設定
セキュリティ オプションの設定に関するタスクを説明します。

このセクションの内容

サーバーのタイムアウト オプションを変更する

サーバー構成のタイムアウト オプションを変更する方法について説明します。

ログオン試行回数を設定する

ユーザーのログオン試行回数を制限する方法について説明します。

暗号化レベルを設定する

サーバー構成に暗号化レベルを設定する方法について説明します。
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サーバーのタイムアウト オプションを変更する
このトピックは以下の手順で構成されています。

♦ ログオン シーケンス タイムを変更する

♦ 非アクティブ時のタイムアウト時間を変更する

♦ 再接続のタイムアウト時間を変更する

ログオン シーケンス タイムを変更するには：

1 サーバー管理ツールを開き、変更したいサーバー構成を選択します。

注: クライアントを使用している場合、管理できるのはリモート サーバーのみです。

2 ショートカット ペインで サーバーの構成 のショートカットをクリックするか、メイン メニューから ツール    管理    サー
バーの構成 を選択します。

サーバーの構成 ダイアログ ボックスが表示されます。

3 全般 タブをクリックします。

4 ログオン シーケンスのタイムアウト テキスト ボックスで、ユーザーがログオンを完了しなければならない時間を秒単位
で入力します。

ログオン シーケンス タイムの上限は 5 分です。

5 OK をクリックして変更を適用します。

注: このオプションはサーバーが実行中にのみ設定可能です。

StarTeam ユーザーの非アクティブ時のタイムアウト時間を設定するには：

1 サーバー管理ツールを開き、変更したいサーバー構成を選択します。

注: クライアントを使用している場合、管理できるのはリモート サーバーのみです。

2 ショートカット ペインで サーバーの構成 のショートカットをクリックするか、メイン メニューから ツール    管理    サー
バーの構成 を選択します。

サーバーの構成 ダイアログ ボックスが表示されます。

3 全般 タブをクリックします。

4 非アクティブ時のタイムアウト のチェック ボックスをオンにします。

5 テキスト ボックスに、非アクティブ時のタイムアウト に設定する時間を分単位で入力します。 [OK] をクリックします。

6 （任意設定）非アクティブ時のタイムアウト を過ぎても、指名ユーザー（固定ライセンスを持つユーザー）をログオン状
態のままにしておきたい場合は、指名ユーザーを除外 のチェック ボックスをオンにします。

7 OK をクリックして変更を適用します。

注: これらのオプションはサーバー実行中にのみ設定可能です。

再接続のタイムアウト時間を変更するには：

1 サーバー管理ツールを開き、変更したいサーバー構成を選択します。
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注: クライアントを使用している場合、管理できるのはリモート サーバーのみです。

2 ショートカット ペインで サーバーの構成 をクリックするか、メイン メニューから ツール    管理    サーバーの構成 を
選択します。 サーバーの構成 ダイアログが表示されます。

3 全般 タブをクリックします。

4 再接続のタイムアウト のチェック ボックスをオンにします。

5 テキスト ボックスに、再接続のタイムアウトに設定する時間を分単位で入力します。 デフォルトは 30 分です。

6 OK をクリックして変更を適用します。

関連概念

サーバー タイムアウト オプション

関連手順

サーバー管理ツールを開く

サーバー構成のオプションを設定する

関連参照

[サーバーの構成] ダイアログ ボックスのオプション
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ログオン試行回数を設定する
ログオンの失敗に関する設定とロックアウトの期間を指定することにより、プロジェクトのセキュリティを向上させることがで
きます。 ログオンが失敗する理由の 1 つに、ハッカーがユーザーのパスワードを解明しようとしたことが挙げられます。 こ
の場合は、攻撃者がサーバー構成の場所を突き止めて攻撃を繰り返すことを困難にするために、システムの IP アドレスを
変更することも検討してください。 また、システム内のすべてのユーザーのユーザー名を変更するのも効果的です。

ログオンの失敗に関する情報が電子メールで Security Administrators グループのメンバに通知されるように設定すること
もできます。

注: この操作はサーバー実行中にのみ行うことができます。

ログオン試行回数を制限するには：

1 サーバー管理ツールを起動します。 クライアントと共にインストールされているサーバー管理ツールを使用している場
合、管理できるのはリモート サーバーだけです。

2 サーバーの一覧からサーバー構成を選択します。 ログオンしていない場合は、ログオンするように要求されます。

3 メイン メニューから ツール    アカウント    システム ポリシー を選択します。 システム ポリシー ダイアログ ボックス
が表示されます。

4 ログオン失敗 タブを選択します。

5 ログオンの失敗 から以下のいずれかを選択します。

♦ 無視する：このオプションを選択すると、ログオン失敗のオプションが無効になります。

♦ 右の回数だけ失敗したらアカウントをロックアウトする ___ 回：許容するログオン失敗回数を入力します。

6 次のいずれかの ロックアウトの期間 オプションを選択します。

♦ 無期限（管理者がロックを解除するまで）：このオプションを選択すると、管理者が再開させない限りユーザー ア
カウントは再開しなくなります。

♦ 右の時間だけロックする ___ 分：ロックアウトの継続期間を分単位で入力します。 ユーザーは、指定した期間が
経過したら再びログオンできるようになります。

7 ユーザーがログオンに失敗したりしたときに、その情報が Security Administrators グループのメンバに通知されるよう
にするには、電子メールで のチェック ボックスをオンにします。

8 OK をクリックして、変更を適用し、ダイアログ ボックスを閉じます。

関連概念

ユーザーを設定する

電子メール サポートと電子メール通知のカスタマイズ

関連手順

グループを設定する

管理用アカウントを再開する

サーバー管理ツールを開く
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暗号化レベルを設定する
暗号化により、安全が確保されていないネットワーク回線（インターネットなど）上で、ファイルや他のプロジェクト情報を第三
者に不正に読み取られないようにします。 TCP/IP で接続される転送データに対して、サーバー構成は IP アドレスを用い
て最小限レベルの暗号化が設定できます。 特定の IP アドレスに対して、IP アドレスの範囲に対して、あるいはすべての IP
アドレスに対して、異なる暗号化の設定が可能です。 ここではこれらの方法について説明します。

暗号化レベルは、ワークステーションごとにクライアントから設定できます。 ユーザーは、基本となるサーバー構成に対して
少なくとも最低限レベルの暗号化を使用する必要があります。

注: この操作はサーバーの実行中にしか行うことができません。

IP アドレスに関係なく、転送データに対して TCP/IP の暗号化を設定するには：

1 サーバー管理ツールを開き、変更したいサーバー構成を選択します。

注: クライアントを使用している場合、管理できるのはリモート サーバーのみです。

2 ショートカット ペインで サーバーの構成 のショートカットをクリックするか、メイン メニューから ツール    管理    サー
バーの構成 を選択します。

サーバーの構成 ダイアログ ボックスが表示されます。

3 プロトコル タブを選択します。

4 TCP/IP の暗号化レベル リスト ボックスで デフォルト を選択します。

5 変更... をクリックします。

暗号化タイプの設定 ダイアログ ボックスが表示されます。

6 サーバー構成で使用したい暗号化タイプを選択します。ここでは、IP アドレスは指定しません。

7 了解 をクリックして変更を適用し、プロトコル タブに戻ります。

8 OK をクリックします。

特定のアドレスまたはアドレスの範囲に、別の暗号化レベルを設定するには：

1 サーバーの構成 ダイアログ ボックスの プロトコル タブで、追加... をクリックします。 暗号化タイプの設定 ダイアログ
ボックスが表示されます。

2 開始 IP ボックスに、先頭の IP アドレスを入力します。

3 終了 IP ボックスに、最後の IP アドレスを入力します。

4 これらのアドレスに対して、サーバー構成で使用する暗号化タイプを選択します。

5 了解 をクリックして変更を適用し、プロトコル タブに戻ります。

6 OK をクリックします。

関連手順

サーバー構成のオプションを設定する

関連参照

[サーバーの構成] ダイアログ ボックスのオプション
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サーバーを移行する
サーバーのデータを別のサーバーに移行する作業手順を説明します。

このセクションの内容

サーバー構成を別のデータベースへ移行する

あるデータベースから別のデータベースにサーバー構成を移行する方法について説明します。

サーバー構成を新しいサーバーに移行する

サーバー構成を別のコンピュータに移行する方法について説明します。
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サーバー構成を別のデータベースへ移行する
サーバー管理ツールでは、StarTeam Server がサポートしているデータベース間でデータベースの移行ができます。 たと
えば、移行機能を使用すると、Oracle データベースを Microsoft SQL Server データベースに移行することができます。 移
行を実行すると、新しいサーバー構成の情報が starteam-server-configs.xml ファイルに追加されます。

このトピックは以下の内容で構成されています。

♦ データベース移行前の処理

♦ データベースの移行

♦ データベース移行後の処理

注: データベースの移行は、サーバー構成が停止している場合にのみ実行できます。

データベース移行を準備するには：

1 移行を計画しているデータベースをバックアップします。 同時に、サーバー構成のリポジトリ内のファイル、およびフォ
ルダがバックアップされていることを確認します。

2 次のいずれかまたは両方を行って、移行するデータベースが正しく修復されていることを確認します。

♦ Vault Verify ユーティリティを実行します。

♦ データベース ベンダから提供されている検証ツールを実行します。

3 次のいずれかを行います。

♦ （手動で）データ移行先のデータベースまたはスキーマ ユーザーを作成します。 詳細は StarTeam のインストー
ル ガイド StarTeam をインストールする（install_ja.pdf）を参照してください。 DSN 名（データ ソース名）の名
前、およびデータベースまたはスキーマ ユーザーのユーザー名とパスワードを控えておくことを忘れないでくだ
さい。 ユーザーは少なくとも、テーブルおよびストアド プロシージャ（データベースでストアド プロシージャがサポ
ートされている場合）が作成できるアクセス権限を持っている必要があります。

♦ サーバー管理ツールを使用して、データの移行先となるデータベースまたはスキーマ ユーザーを自動的に作成
します。

4 データベースの移行については、ユーザーにとって不都合の少ない時間に実行するよう計画します。 データベースの
移行中はサーバー構成を停止する必要があります。

移行を実行する予定の日時に先立って、チーム メンバに移行の予定日時を通知し、各自のファイルをチェックインす
るように依頼しておきます。

データベースを移行するには：

1 サーバー管理ツールを開き、サーバー ペインから移行したいサーバー構成を選択します。

注: データベースの移行中はサーバー構成を実行することはできません。

2 ツールバーの データベースを移行 をクリックするか、メイン メニューから アクション    移行... を選択します。 サーバ
ーが登録されていない場合は、サーバー構成が移行できないことを警告するメッセージが表示されます。

注: サーバーの登録（ライセンス情報を追加する）が必要な場合、このトピックの最後にある「ネイティ
ブ ライセンスを使用する」のリンクを参照してください。
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3 サーバーが登録されている場合は、はい をクリックします。 移行用のターゲット構成の新規作成 ウィザードが表示さ
れます。

4 ウィザードの最初のページ、移行用ターゲット構成の選択 では以下のことを行います。

1 新しいサーバー構成の名前を （ターゲット）構成名 テキスト ボックスに入力します。

2 次へ をクリックします。 続いてのページ、新しい構成データの入力 が開きます。

5 データベースの種類 のドロップダウン リスト ボックスでデータベースの種類を選択します。

6 次のいずれかを行います。

♦ （デフォルトであり、推奨されるオプション） StarTeam データベースと ODBC データソースを新規作成する のチ
ェック ボックスをオンにします。

♦ 移行先のデータベースまたはスキーマ ユーザーが既に（手動で）作成済みの場合は、このチェック ボックスをオ
フにします。

7 完了したら、OK をクリックします。

以降のダイアログ ボックスの内容は、サーバー構成を作成するときのものと同じです。

データベースの移行を完了するには：

1 以前のサーバー構成を無効にします。 これにより、以前のサーバー構成が誤って起動され、アクセスされることを防ぎ
ます。

1 サーバー管理ツールで、以前のサーバー構成を選択します。

2 ツールバーの サーバーの無効化 をクリックするか、メイン メニューから アクション    サーバーの有効化 を選択
します。 サーバー構成名の左側にあるステータス アイコンが無効アイコンに変更されます。

ヒント: サーバー構成のステータス アイコンのリストについては、このトピックの最後にある「サーバー構
成のステータス アイコン」のリンクを参照してください。

警告: 古いサーバー構成と新しいサーバー構成はどちらも同じデータ保管庫フォルダ、キャッシュ フォ
ルダ、および添付ファイルフォルダにアクセスします。 ただし、同じデータベースにはアクセスしま
せん。 以前のサーバー構成の使用を続けると、Vault Verify ユーティリティのエラーの原因とな
ります。使用しないでください。

2 新しいサーバー構成を起動する前に、ハイブの Cache フォルダを空にします。 デフォルトでは、Cache フォルダは、リ
ポジトリのルート フォルダの下にあるハイブのサブフォルダです。

3 新しいサーバー構成が正しく動作していることが確認できたら、以下を削除します。

♦ 以前のサーバー構成

♦ 以前使われていたデータベース

♦ システム DSN（データ ソース名）

4 （任意設定）Z99 テーブルは、データベース移行の進行状況を記録する一時テーブルです。 移行処理が完了する前に
停止した場合、後で処理を再開したときに、どのポイントから移行を再開するかを Z99  テーブルを使用して決定しま
す。 移行処理が正常に完了しなかった場合、以下の列を確認することで、移行プロセスがどこまで進行していたかを
判断することができます。

♦ 列 1：移行元テーブル名です。
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♦ 列 2：最後に記録されたコピーの ID です。

♦ 列 4：「Y」あるいは「N」。テーブルのコピーが完了したかどうかを示します。

関連概念

バックアップ

データの保管場所

関連手順

Vault Verify ユーティリティを用いてファイル リビジョンを検証する

情報をバックアップする

ネイティブ ライセンスの使用

データ格納オプションを設定する

関連参照

サーバー構成のステータス アイコン
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サーバー構成を新しいサーバーに移行する
このトピックは以下の内容で構成されています。

♦ サーバー構成移行前の処理

♦ サーバー構成の移行

♦ サーバー構成移行後の処理

サーバー構成の移行を準備するには：

1 サーバー構成を停止します。

2 データベースのバックアップを作成します。

3 移動が必要なファイルの場所を確認します。 ファイルは以下のとおりです。

♦ データベースのバックアップ

♦ starteam-server-configs.xml

♦ リポジトリ（Native-II アーカイブがリポジトリ フォルダ以下に存在しない場合は Native-II アーカイブを含め）

サーバー構成を移行するには：

1 移行元から移行先にファイルをコピーします。

2 テキスト エディタで starteam-server-configs.xml を開きます。

3 移行元のサーバー構成の全エントリを、移行先の starteam-server-configs.xml ファイルにコピーします。

注: 移行先に starteam-server-configs.xml が存在しない場合、移行元の同ファイルをそのまま移
行先にコピーし、エントリから移行先のコンピュータに存在しないサーバー構成を削除して利用する
ことができます。 ただし、移行先のコンピュータにこのファイルが存在する場合、移行先に移動する
サーバー構成のエントリのみをコピーします。

4 starteam-server-configs.xml ファイルを開きます。

5 移行したサーバー構成で、RepositoryPath と LogPath に適切な値を入力し、サーバー構成に対して新しく移行した
場所を指すようにします。

たとえば、これらのオプションに対して次の値に更新したいとします。

♦ <option name="RepositoryPath" value="C:\Program Files\Borland\StarTeam Server 2009\Samples
\StarDraw Repository\" />

♦ <option name="LogPath" value="C:\Program Files\Borland\StarTeam Server 2009\Samples\StarDraw
Repository\" />

サーバー構成の移行を完了するには：

1 バックアップからデータベースを復元（リストア）します。

2 移行先のサーバー構成に対して ODBC の接続を設定します。

164



3 移行先のサーバー構成を起動します。 移行先のコンピュータで別のサーバー構成が稼動している場合、移行先のサ
ーバー構成を異なるポートを用いて起動しなければいけない場合があります。 ポートの変更が必要な場合、次のいず
れかを行います。

♦ 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。

♦ メニューから アクション    設定を指定して起動... を選択します。

関連概念

バックアップ

データの保管場所

関連手順

情報をバックアップする

サーバーを移行する

サーバー構成を起動または停止する

データ格納オプションを設定する
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ユーザーおよびグループを管理する
ユーザーおよびグループを管理する作業手順を説明します。

このセクションの内容

グループを設定する

サーバー構成でグループを設定する方法について説明します。

パスワードの制限事項を設定する

サーバー管理ツールを用いて、パスワードの制限事項を設定する方法について説明します。

パスワード変更を強制する

ユーザーに対し、各自のパスワードの変更を強制する方法について説明します。

ユーザーのパスワードを変更する

ユーザーのパスワードを変更する方法について説明します。

ユーザーを強制的にログオフさせる

サーバー構成でユーザーを強制的にをログオフさせる方法について説明します。

ユーザーを設定する

サーバー構成でユーザーを設定する方法について説明します。

ログオン試行回数を設定する

ユーザーのログオン試行回数を制限する方法について説明します。

管理用アカウントを再開する

24 時間のロックアウト時間を回避して、管理用アカウントを再開する方法について説明します。
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グループを設定する
StarTeam では、サーバー構成にログオンできるユーザーをグループに入れて分類することができます。 グループを作成し
て使用すると、グループに一連の特権を割り当てることにより、同じグループに属するすべてのユーザーに同じ特権を割り
当てることができるため、プロジェクトのセキュリティ管理の作業が容易になります。

[ユーザー マネージャ] ダイアログ ボックスのステータス バーには、選択中のグループに属しているユーザーの数、そのう
ちでサーバー構成に接続中のユーザーの数、およびログオン中のユーザーの数が表示されます。 同じユーザーが複数回
ログオンしているときには、接続中のユーザーの数とログオン中のユーザーの数が異なります。

この操作はサーバー実行中にのみ行うことができます。

グループを追加するには：

1 サーバー管理ツールを起動します。 クライアントと共にインストールされているサーバー管理ツールを使用している場
合、管理できるのはリモート サーバーだけです。

2 サーバーの一覧からサーバー構成を選択します。 ログオンしていない場合は、ログオンするように要求されます。

3 次のいずれかを行います。

♦ 左下ペインより アカウント バーをクリックします。 次に、ユーザー マネージャ のショートカットをクリックします。

♦ メニューから ツール    アカウント    ユーザー マネージャ を選択します。

この操作により、ユーザー マネージャ ダイアログ ボックスが表示されます。

4 グループ ツリーから、新しいグループの親とするグループを選択します。

注: 新規グループを追加するにあたっては、最初は All Users グループを選択することをお勧めしま
す。 子グループは、All Users グループ以下の任意のグループに追加できます。 新しいグループを
管理用グループに追加することは避けてください。 グループを選択したときにリストに表示されてい
ないユーザーでも、そのグループの子グループのメンバであれば、暗黙的にそのグループのメンバ
となっています。 子グループを持つグループを選択したとき、すべての子孫グループのユーザーを
表示する チェック ボックスをオンにすると、そのグループに属する全メンバの入ったリストが表示さ
れます。

5 新規グループ... をクリックします。 新しいグループのプロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。

6 名前 テキスト ボックスにグループ名を入力します。

7 説明 テキスト ボックスに、グループの説明を入力します。

8 特権 タブを選択します。

特権 タブで指定した特権は、グループ内のユーザーに個別に割り当てられているどのアクセス権よりも優先されま
す。 ただし、特権をアクセス権の代用とすべきではありません。 アクセス権を設定しなければ、セキュリティ システム
は得られません。

特権 タブで設定した特権は、そのサーバー構成に含まれるすべてのプロジェクト内のすべてのオブジェクトに適用さ
れます。 たとえば、あるグループに「オブジェクトの削除」特権を与えたとすると、そのグループに属するユーザーは、
各アイテムを削除するためのアクセス権がどのように設定されているかに関係なく、そのサーバー構成から任意のプ
ロジェクト、ビュー、フォルダ、子フォルダ、およびアイテムを自由に削除できます。

9 適切な特権を設定し、OK をクリックします。 これで、グループ リスト ボックスに新しいグループが表示されます。

グループの親を変更するには：

1 サーバー管理ツールを起動します。 クライアントと共にインストールされているサーバー管理ツールを使用している場
合、管理できるのはリモート サーバーだけです。
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2 サーバーの一覧からサーバー構成を選択します。 ログオンしていない場合は、ログオンするように要求されます。

3 次のいずれかを行います。

♦ 左下ペインより アカウント バーをクリックします。 次に、ユーザー マネージャ のショートカットをクリックします。

♦ メニューから ツール    アカウント    ユーザー マネージャ を選択します。

この操作により、ユーザー マネージャ ダイアログ ボックスが表示されます。

4 移動するグループを グループ ツリーから選択します。

5 右クリックし、コンテキスト メニューから 親グループの変更... を選択します。 親グループの変更 ダイアログが表示され
ます。

6 新しい親グループを選択し、了解 をクリックします。

7 OK をクリックします。

グループのメンバを確認するには：

1 サーバー管理ツールを起動します。 クライアントと共にインストールされているサーバー管理ツールを使用している場
合、管理できるのはリモート サーバーだけです。

2 サーバーの一覧からサーバー構成を選択します。 ログオンしていない場合は、ログオンするように要求されます。

3 次のいずれかを行います。

♦ 左下ペインより アカウント バーをクリックします。 次に、ユーザー マネージャ のショートカットをクリックします。

♦ メニューから ツール    アカウント    ユーザー マネージャ を選択します。

この操作により、ユーザー マネージャ ダイアログ ボックスが表示されます。

4 グループ ツリーからグループを選択します。 そのグループの明示的なメンバが、ユーザー リスト ボックスに表示され
ます。

5 すべての子孫グループのユーザーを表示する のチェック ボックスをオンにすると、そのグループの暗黙的なユーザー
も [ユーザー] リスト ボックスに表示されます。

空のグループを削除するには：

1 サーバー管理ツールを起動します。 クライアントと共にインストールされているサーバー管理ツールを使用している場
合、管理できるのはリモート サーバーだけです。

2 サーバーの一覧からサーバー構成を選択します。 ログオンしていない場合は、ログオンするように要求されます。

3 次のいずれかを行います。

♦ 左下ペインより アカウント バーをクリックします。 次に、ユーザー マネージャ のショートカットをクリックします。

♦ メニューから ツール    アカウント    ユーザー マネージャ を選択します。

この操作により、ユーザー マネージャ ダイアログ ボックスが表示されます。

4 グループ ツリーからグループを選択します。

5 右クリックしてコンテキスト メニューを表示し、グループの削除 を選択します。 以下のメッセージが表示されます。

Do you want to delete group groupname?

6 了解 をクリックします。
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♦ グループが空の場合は、選択したグループが グループ リスト ボックスから削除されます。

♦ グループ内にユーザーが存在する場合は、次のようなメッセージが表示されます。

The group you want to delete contains user accounts. Please delete these
user accounts or move them to another group prior to deleting a group.

このメッセージが表示された場合は、まず、了解 をクリックします。 その後、グループ内のユーザーを削除するか、ま
たは別のグループに移動してください。

関連概念

ユーザーとグループの構成の概要

関連手順

サーバー管理ツールを開く
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パスワードの制限事項を設定する
パスワード長のプロパティに加えた変更は直ちに有効になりますが、その適用対象は新しいユーザー アカウントと新しい
パスワードだけです。 たとえば、パスワード長の下限を 8 文字から 10 文字に変更した場合、新しいユーザーは全員 10 文
字以上の長さのパスワードを指定しなければならなくなります。 ただし、8 文字のパスワードを使用していた既存ユーザー
は、そのままそのパスワードを使い続けることができます。

パスワードの有効期限に加えた変更は、適切な猶予期間の経過後に有効になります。 たとえば、パスワードの有効期限
を 30 日に変更した場合、ユーザーがパスワードを変更しないままその日数が経過すると、そのユーザー アカウントは一時
停止されます。 ユーザーは、一時停止が執行される 2 週間前にパスワードを変更するように指示されます。 デフォルトで
は、堅牢なパスワードのオプションはオフになっています。 この機能をオンにすると、ユーザーは、パスワードの変更時に
堅牢なパスワードを指定しなければならなくなります。 パスワードを変更するまでは、古い "脆弱な" パスワードをそのまま
使用できます。

パスワードの制限事項を設定するには：

1 サーバー管理ツールを起動します。 クライアントと共にインストールされているサーバー管理ツールを使用している場
合、管理できるのはリモート サーバーだけです。

2 サーバーの一覧からサーバー構成を選択します。 ログオンしていない場合は、ログオンするように要求されます。

3 メイン メニューから ツール    アカウント    システム ポリシー を選択します。

4 パスワード タブで、パスワードの有効期限オプションを選択します。

♦ パスワードに有効期限を設けない

♦ パスワードの有効期限 __ 日： このオプションでは、パスワードが有効な期限の日数を入力しなければなりませ
ん。 StarTeam はパスワードが作成された日から日数を計算します。

5 堅牢なパスワードを要求する のチェック ボックスをオンにした場合、パスワードが次の条件をすべて満たす必要があ
ります。

♦ 新しいパスワードは、古いパスワードと異ならなければなりません。

♦ 新しいパスワードは、ユーザー名と異ならなければなりません。

♦ 新しいパスワードは、大文字と小文字が混在しており、少なくとも 1 文字の小文字と少なくとも 1 文字の大文字
が入っていなければなりません （この場合の文字とは、ASCII 文字コードで表されるアルファベットです）。

♦ 新しいパスワードには、少なくとも 1 文字のアルファベット以外の文字が含まれていなければなりません。

このチェック ボックスをオンにすると、[パスワード長の下限] テキスト ボックスの値が 3 に変わります。 この値は、必
要に応じて増やせます。

6 必要に応じて、パスワード長の下限を入力します。 デフォルトの 0 のままにしておくと、空のパスワードが許容されま
す。 パスワード長の上限は、32 文字です。

7 OK をクリックします。

関連手順

ユーザーのパスワードを変更する

パスワード変更を強制する

サーバー管理ツールを開く
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パスワード変更を強制する
プロジェクトのセキュリティ侵害が発生した場合など、ユーザーに StarTeam パスワードの変更を強制する必要が生じる場
合もあるでしょう。 この操作はサーバー実行中にのみ行うことができます。 パスワードに有効期限を設けたり、パスワード
長の下限を設定したり、堅牢なパスワードの使用を要求したりすることができます。 これらのパスワード プロパティは、同じ
サーバー構成上のすべてのユーザー アカウントに適用されます。

ユーザーに各自のパスワードの変更を強制するには：

1 サーバー管理ツールを起動します。 クライアントと共にインストールされているサーバー管理ツールを使用している場
合、管理できるのはリモート サーバーだけです。

2 サーバーの一覧からサーバー構成を選択します。 ログオンしていない場合は、ログオンするように要求されます。

3 左下ペインより アカウント バーをクリックします。 次に、ユーザー マネージャ ショートカットをクリックします。 これによ
り、ユーザー マネージャ ダイアログ ボックスが表示されます。

4 ユーザーを選択します。 作業対象としたいユーザーが ユーザー リスト ボックスに表示されない場合には、 すべての
ユーザーを表示させるために、グループ ツリーから All Users グループを選択し、すべての子孫グループのユーザー
を表示する のチェック ボックスをオンにします。

5 ユーザーの名前を右クリックし、コンテキスト メニューから パスワードの変更を強制 を選択します。 ユーザー リスト
ボックスで、選択中のユーザーの アカウント ステータス が "パスワード変更が必要" に変わります。 ユーザーは、次
回ログオンするときにパスワードを変更するように要求されます。 そのときにはパスワードを変更しなくても、サーバー
構成およびサーバー構成内のプロジェクトにアクセスできますが、次回のログオン時にはサーバー構成からロックアウ
トされます。 このようになる旨は、エラー メッセージでユーザーに警告されます。

注: パスワードの変更に失敗したユーザーのアカウントは、管理者により再開できます。

関連手順

ユーザーのパスワードを変更する

パスワードの制限事項を設定する

サーバー管理ツールを開く
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ユーザーのパスワードを変更する
ユーザーのパスワードを設定あるいは変更するだけではなく、使用可能期間の設定や文字数の制限、堅牢なパスワードを
要求するかどうかを設定することができます。 この操作はサーバー実行中にのみ行うことができます。

パスワードを変更するには：

1 サーバー管理ツールを起動します。 クライアントと共にインストールされているサーバー管理ツールを使用している場
合、管理できるのはリモート サーバーだけです。

2 サーバーの一覧からサーバー構成を選択します。 ログオンしていない場合は、ログオンするように要求されます。

3 メニューから ツール    アカウント    ユーザー マネージャ を選択します。 この操作により [ユーザー マネージャ] ダ
イアログが表示されます。

4 ユーザー名を選択します。 作業を行いたいユーザーが [ユーザー] リスト ボックスに表示されていない場合は、すべ
ての子孫グループ のチェック ボックスをオンにして、ユーザーを表示する を選択します。これにより、すべてのユーザ
ーが表示されます。

5 右クリックして、コンテキスト メニューから [プロパティ] を選択します。 ユーザーのプロパティ ダイアログ ボックスが表
示されます。

6 ログオン タブを選択します。

7 StarTeam Server で検証する オプション ボタンが選択されていることを確認します。

8 パスワード テキスト ボックスに、ユーザーの新しい StarTeam のパスワードを入力します。

9 確認 テキスト ボックスに再度パスワードを入力して、OK をクリックします。

関連手順

パスワード変更を強制する

パスワードの制限事項を設定する

サーバー管理ツールを開く
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ユーザーを強制的にログオフさせる
コード違反、災害復旧など、さまざまな理由で、ユーザーを強制的にログオフさせなければならなくなる場合もあるでしょ
う。 ユーザーを強制的にログオフさせると、ユーザーが次に何か操作を行おうとしたときに、次のようなエラー メッセージが
表示されます： 「現在ログオンしていません。」

強制ログオフを行った理由によっては、アプリケーションへのアクセスを停止したことを電子メールや電話などのその他の
手段でもユーザーに伝える必要があります。

ユーザーは、再びログオンするには、いったんアプリケーションを終了してクライアントを再起動しなければなりません。
StarTeam とその他のアプリケーションとのインテグレーションを使用していると、ほとんどの場合、ユーザーは使用中のア
プリケーションを再起動する必要があります。 ただし、通常はこれらのユーザーに、サーバーとの接続が停止したことが通
知されません。 この操作はサーバー実行中にのみ行うことができます。

ユーザーを強制的にログオフさせるには：

1 サーバー管理ツールを起動します。 クライアントと共にインストールされているサーバー管理ツールを使用している場
合、管理できるのはリモート サーバーだけです。

2 サーバーの一覧からサーバー構成を選択します。 ログオンしていない場合は、ログオンするように要求されます。

3 次のいずれかを行います。

♦ 左下ペインより アカウント バーをクリックします。 次に、ユーザー マネージャ ショートカットをクリックします。

♦ メニューから ツール    アカウント    ユーザー マネージャ を選択します。

この操作により、ユーザー マネージャ ダイアログ ボックスが表示されます。

4 ユーザーを選択します。 作業対象としたいユーザーの名前が ユーザー リスト ボックスに表示されない場合は、次の
手順を実行することによりすべてのユーザーのリストを表示できます。

1 グループ ツリーから All Users グループを選択します。

2 すべての子孫グループのユーザーを表示する のチェック ボックスをオンにします。

5 ユーザーの名前を右クリックし、コンテキスト メニューから 強制的にログオフ を選択します。 ユーザーは、直ちにサー
バー構成へのアクセスを拒否されるようになり、そのサーバー構成内にあるすべてのプロジェクトにアクセスできなくな
ります。

注: 自分自身を強制ログオフさせることはできません。

関連概念

ユーザーを設定する

関連手順

グループを設定する

管理用アカウントを再開する

ログオン試行回数を設定する

サーバー管理ツールを開く
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ユーザーを設定する
適切なアクセス権を持っていれば、サーバー管理ユーティリティとクライアントのどちらからでもサーバー構成にユーザーを
追加することができます。 まずは、ユーザーを特定のグループ（Developers、Testers など）に追加します。 追加されたユー
ザーは、そのグループの明示的なメンバになり、さらにそのグループのすべての親グループ（All Users グループなど）の暗
黙的なメンバになります。 この操作はサーバー実行中にのみ行うことができます。

警告: 「StarTeam」という名前のユーザー アカウントを作成すると、コマンドラインで stcmd server-mode コマンドを使用し
てサーバー構成をロックしたりロック解除したりしようとしたときに問題が発生することがわかっています。 ユーザー
が空のパスワードを使用している場合や、既にパスワードを入力している場合でもパスワードを要求されます。

ユーザーを追加するには：

1 サーバー管理ツールを起動します。

注: クライアントと共にインストールされているサーバー管理ツールを使用している場合、管理できるの
はリモート サーバーだけです。

2 サーバーの一覧からサーバー構成を選択します。

ログオンしていない場合は、ログオンするように要求されます。

3 以下のいずれかを行います。

♦ 左下のペインから アカウント バーをクリックし、ユーザー マネージャ のショートカットをクリックします。

♦ メニューから ツール    アカウント    ユーザー マネージャ を選択します。

この操作により、ユーザー マネージャ ダイアログ ボックスが表示されます。

4 グループ ツリーからグループを選択し、新規ユーザー... をクリックします。 新しいユーザーのプロパティ ダイアログが
表示されます。

5 氏名 テキスト ボックスにユーザー名を入力し、必要に応じて、電子メール テキスト ボックスに電子メールのアドレスを
入力します。

6 必要に応じて、適切なテキスト ボックスにユーザーの電話番号、ボイス メール番号、ポケット ベル番号、ファックス番
号、住所を入力することもできます。

7 ログオン タブを選択します。

1 ユーザー名 テキスト ボックスに、ログオンするときに入力するユーザー名を入力します。 既に存在するユーザー
名を入力した場合、[OK] をクリックすると、指定された名前のユーザーはすでに存在しています とメッセージ
が表示されます。

2 指定したユーザーがそのサーバーに対して有効かどうかを検証したい場合は、StarTeam Server で検証する オ
プション ボタンをクリックします。 ユーザーに与える StarTeam のパスワードを パスワード テキスト ボックスに入
力し、確認 テキスト ボックスに再入力します。 テキスト ボックスには、パスワードの文字ではなくアスタリスクが
表示されます。 パスワード長の下限が 0 に設定されている場合は、パスワードを入力しなくてもかまいません。
堅牢なパスワードを使用している場合は、入力するパスワードが堅牢なパスワードの規則に従っていなければな
りません。

3 （Microsofot Active Directory または OpenLDAP の場合）所属組織のディレクトリ サーバーに対してユーザーを
検証するには、ディレクトリ サービスで検証する オプション ボタンをクリックし、ユーザーの 識別名 を入力しま
す。 この値は、最大 254 文字の英数字で、ディレクトリ サービス ユーザーを一意に識別します。 ディレクトリ サ
ービスの検証を使用するには、サーバーが LDAP サーバーの置かれているドメインから信頼されるドメイン上に
なくてはなりません。
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8 必要に応じて、アクセス ポリシー タブを選択して、このユーザーがサーバー構成にアクセスできる時間帯を指定しま
す。 次のいずれかのオプション ボタンを選択します。

♦ [アクセスを制限しない]（ユーザーは、昼夜を問わずいつでもサーバー構成にアクセスできます。）

♦ [標準的な週 5 日労働（午前 8 時から午後 5 時）]（ユーザーは、月曜日から金曜日までの午前 8 時から午後 5
時の間、サーバー構成にアクセスできます。）

♦ [アクセス時間を個別に設定する]（ユーザーがサーバー構成にアクセスできる時間帯を曜日ごとに 1 つまたは
2 つ設定できます。）

♦ [曜日] リスト ボックスから曜日を選択します。

♦ その曜日にアクセスを禁止するには [この曜日にはアクセスさせない] チェック ボックスをオンにして、アクセス
を許可するにはこのチェック ボックスをオフにします。

♦ [開始] および [終了] の各ボックスを使用して、アクセスを許可する時間帯を 1 つまたは 2 つ設定します。

ユーザーのワークステーションが、サーバー構成を実行しているコンピュータと同じタイム ゾーン内にない場合は、ワ
ークステーションのタイム ゾーンに合わせる チェック ボックスをオンにして、時間の GMT 時差 の左にあるテキスト ボ
ックスにグリニッジ標準時（GMT）からの時差を入力します。

9 必要であれば、作成したユーザーをその他のグループにも明示的に追加します。 ユーザーは、現在のグループの親
グループについてはすでに暗黙的なメンバになっていますが、現在のグループの親ではないグループには明示的に
追加しなければなりません。

ユーザーの明示的なグループ メンバーシップを確認するには：

1 サーバー管理ツールを起動します。 クライアントと共にインストールされているサーバー管理ツールを使用している場
合、管理できるのはリモート サーバーだけです。

2 サーバーの一覧からサーバー構成を選択します。 ログオンしていない場合は、ログオンするように要求されます。

3 以下のいずれかを行います。

♦ 左下のペインから アカウント バーをクリックし、ユーザー マネージャ のショートカットをクリックします。

♦ メニューから ツール    アカウント    ユーザー マネージャ を選択します。

この操作により、ユーザー マネージャ ダイアログ ボックスが表示されます。

4 ユーザーを選択します。

作業対象としたいユーザーの名前が ユーザー リスト ボックスに表示されない場合は、次の手順を実行することによ
りすべてのユーザーのリストを表示できます。

1 グループ ツリーから All Users グループを選択します。

2 すべての子孫グループのユーザーを表示する のチェック ボックスをオンにします。

5 右クリックして、コンテキスト メニューから プロパティ を選択します。 ユーザーのプロパティ ダイアログ ボックスが表
示されます。

6 メンバーシップ タブを選択します。 リスト ボックスに、そのユーザーが明示的なメンバーシップを持つグループが表示
されます。

グループ メンバーシップを変更するには：

1 ユーザー マネージャ ダイアログ ボックスの ユーザー リストからユーザーを選択します。

2 右クリックして、コンテキスト メニューから グループ メンバーシップ... を選択します。 グループ メンバーシップ ダイアロ
グ ボックスが表示されます。
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3 このユーザーの明示的な追加先とするグループのチェック ボックスをオンにします。

4 OK をクリックします。

グループからユーザーを削除するには：

1 サーバー管理ツールを起動します。

注: クライアントと共にインストールされているサーバー管理ツールを使用している場合、管理できるの
はリモート サーバーだけです。

2 サーバーの一覧からサーバー構成を選択します。

ログオンしていない場合は、ログオンするように要求されます。

3 以下のいずれかを行います。

♦ 左下のペインから アカウント バーをクリックし、ユーザー マネージャ のショートカットをクリックします。

♦ メニューから ツール    アカウント    ユーザー マネージャ を選択します。

この操作により、ユーザー マネージャ ダイアログ ボックスが表示されます。

4 ユーザーを選択します。

ユーザーの名前が ユーザー リスト ボックスに表示されない場合は、次の手順を実行することによりすべてのユーザ
ーのリストを表示します。

1 グループ ツリーから All Users グループを選択します。

2 すべての子孫グループのユーザーを表示する のチェック ボックスをオンにします。

5 ユーザーの名前を右クリックし、コンテキスト メニューから グループ メンバーシップ... を選択します。 グループ メンバ
ーシップ ダイアログ ボックスが表示されます。

6 ユーザーを削除したいグループのチェック ボックスをオフにします。

7 OK をクリックします。

ユーザーのアカウント ステータスを確認するには：

1 サーバー管理ツールを起動します。

注: クライアントと共にインストールされているサーバー管理ツールを使用している場合、管理できるの
はリモート サーバーだけです。

2 サーバーの一覧からサーバー構成を選択します。

ログオンしていない場合は、ログオンするように要求されます。

3 以下のいずれかを行います。

♦ 左下のペインから アカウント バーをクリックし、ユーザー マネージャ のショートカットをクリックします。

♦ メニューから ツール    アカウント    ユーザー マネージャ を選択します。

この操作により、ユーザー マネージャ ダイアログ ボックスが表示されます。

4 グループ ツリーから All Users グループを選択します。

5 すべての子孫グループのユーザーを表示する のチェック ボックスをオンにします。
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6 ユーザー リスト ボックスに表示されている目的のユーザーに関する情報を見ます。

ヒント: 更新 をクリックすると、[ユーザー] リスト ボックス内の情報が確実に最新のものになります。

ユーザー アカウントを削除するには：

1 サーバー管理ツールを起動します。

注: クライアントと共にインストールされているサーバー管理ツールを使用している場合、管理できるの
はリモート サーバーだけです。

2 サーバーの一覧からサーバー構成を選択します。

ログオンしていない場合は、ログオンするように要求されます。

3 以下のいずれかを行います。

♦ 左下のペインから アカウント バーをクリックし、ユーザー マネージャ のショートカットをクリックします。

♦ メニューから ツール    アカウント    ユーザー マネージャ を選択します。

この操作により、ユーザー マネージャ ダイアログ ボックスが表示されます。

4 ユーザーを選択します。 作業対象としたいユーザーの名前が ユーザー リスト ボックスに表示されない場合は、次の
手順を実行することによりすべてのユーザーのリストを表示できます。

1 グループ ツリーから All Users グループを選択します。

2 すべての子孫グループのユーザーを表示する のチェック ボックスをオンにします。

5 ユーザーの名前を右クリックし、コンテキスト メニューから アカウントの削除 を選択します。

以下のメッセージが表示されます。

Do you want to delete username’s user account?

6 はい をクリックします。

これで、そのユーザーはサーバー構成から永久に削除されます。

ユーザー アカウントを一時停止するには：

1 サーバー管理ツールを起動します。

注: クライアントと共にインストールされているサーバー管理ツールを使用している場合、管理できるの
はリモート サーバーだけです。

2 サーバーの一覧からサーバー構成を選択します。

ログオンしていない場合は、ログオンするように要求されます。

3 以下のいずれかを行います。

♦ 左下のペインから アカウント バーをクリックし、ユーザー マネージャ のショートカットをクリックします。

♦ メニューから ツール    アカウント    ユーザー マネージャ を選択します。

この操作により、ユーザー マネージャ ダイアログ ボックスが表示されます。
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4 ユーザーを選択します。

作業対象としたいユーザーの名前が ユーザー リスト ボックスに表示されない場合は、次の手順を実行することによ
りすべてのユーザーのリストを表示できます。

1 グループ ツリーから All Users グループを選択します。

2 すべての子孫グループのユーザーを表示する のチェック ボックスをオンにします。

5 ユーザーの名前を右クリックし、コンテキスト メニューから アカウントの一時停止 を選択します。 [ユーザー] リスト ボ
ックスのアカウント ステータスが [一時停止] になり、そのユーザーがいったんログアウトした後のサーバーへのアクセ
スは拒否されるようになります。

注: 自分自身のアカウントを一時停止することはできません。

ユーザー アカウントを再開するには：

1 サーバー管理ツールを起動します。

注: クライアントと共にインストールされているサーバー管理ツールを使用している場合、管理できるの
はリモート サーバーだけです。

2 サーバーの一覧からサーバー構成を選択します。

ログオンしていない場合は、ログオンするように要求されます。

3 以下のいずれかを行います。

♦ 左下のペインから アカウント バーをクリックし、ユーザー マネージャ のショートカットをクリックします。

♦ メニューから ツール    アカウント    ユーザー マネージャ を選択します。

この操作により、ユーザー マネージャ ダイアログ ボックスが表示されます。

4 ユーザーを選択します。

作業対象としたいユーザーの名前が ユーザー リスト ボックスに表示されない場合は、次の手順を実行することによ
りすべてのユーザーのリストを表示できます。

1 グループ ツリーから All Users グループを選択します。

2 すべての子孫グループのユーザーを表示する のチェック ボックスをオンにします。

5 ユーザーの名前を右クリックし、コンテキスト メニューから アカウントの再開 を選択します。 これにより、ユーザー ア
カウントが再開します。

関連概念

ユーザーとグループの構成の概要

関連手順

サーバー管理ツールを開く
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ログオン試行回数を設定する
ログオンの失敗に関する設定とロックアウトの期間を指定することにより、プロジェクトのセキュリティを向上させることがで
きます。 ログオンが失敗する理由の 1 つに、ハッカーがユーザーのパスワードを解明しようとしたことが挙げられます。 こ
の場合は、攻撃者がサーバー構成の場所を突き止めて攻撃を繰り返すことを困難にするために、システムの IP アドレスを
変更することも検討してください。 また、システム内のすべてのユーザーのユーザー名を変更するのも効果的です。

ログオンの失敗に関する情報が電子メールで Security Administrators グループのメンバに通知されるように設定すること
もできます。

注: この操作はサーバー実行中にのみ行うことができます。

ログオン試行回数を制限するには：

1 サーバー管理ツールを起動します。 クライアントと共にインストールされているサーバー管理ツールを使用している場
合、管理できるのはリモート サーバーだけです。

2 サーバーの一覧からサーバー構成を選択します。 ログオンしていない場合は、ログオンするように要求されます。

3 メイン メニューから ツール    アカウント    システム ポリシー を選択します。 システム ポリシー ダイアログ ボックス
が表示されます。

4 ログオン失敗 タブを選択します。

5 ログオンの失敗 から以下のいずれかを選択します。

♦ 無視する：このオプションを選択すると、ログオン失敗のオプションが無効になります。

♦ 右の回数だけ失敗したらアカウントをロックアウトする ___ 回：許容するログオン失敗回数を入力します。

6 次のいずれかの ロックアウトの期間 オプションを選択します。

♦ 無期限（管理者がロックを解除するまで）：このオプションを選択すると、管理者が再開させない限りユーザー ア
カウントは再開しなくなります。

♦ 右の時間だけロックする ___ 分：ロックアウトの継続期間を分単位で入力します。 ユーザーは、指定した期間が
経過したら再びログオンできるようになります。

7 ユーザーがログオンに失敗したりしたときに、その情報が Security Administrators グループのメンバに通知されるよう
にするには、電子メールで のチェック ボックスをオンにします。

8 OK をクリックして、変更を適用し、ダイアログ ボックスを閉じます。

関連概念

ユーザーを設定する

電子メール サポートと電子メール通知のカスタマイズ

関連手順

グループを設定する

管理用アカウントを再開する

サーバー管理ツールを開く
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管理用アカウントを再開する
どのユーザーのアカウントも、それがたとえ管理用アカウントを持つユーザーであっても、間違ったパスワードでのログオン
施行回数が設定された値を超えると、サーバー構成からロックアウトされます。 メインの管理用アカウント（Administrator）
のロックアウト期間は、24 時間です。 ただし、以下の手順を実行すれば、24 時間が経過していなくても管理アカウントのロ
ックを解除することができます。

管理用アカウントをロック解除するには：

1 サーバー構成を停止し、ネットワーク接続を切断し、リモート ユーザーをサーバー構成から切り離しておきます。

2 サーバーのインストール フォルダから、フォアグラウンド モードでコマンドラインを使用してサーバー構成を起動しま
す。

例：starteamserver -start StarDraw -fg

構成名の指定の際、コマンドラインでは大文字小文字を区別します。 サーバー構成が停止するまでは、コマンド プロ
ンプトは開いたままにしておきます。

3 システム クロックを 1 日先に進めます。

4 「Administrator」としてログインし、ログオフします。 この操作により、「Administrator」アカウントが再開されます。

5 クロックを 1 日戻して、元の時間にします。

6 フォアグラウンド モードでサーバーを停止させるため、"X" と入力して Enter キーを押します。サーバー構成が停止し
ます。

関連手順

グループを設定する

ユーザーを設定する

ユーザーを強制的にログオフさせる

ログオン試行回数を設定する
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パスワードを管理する
パスワードを管理する作業手順を説明します。

このセクションの内容

パスワードの制限事項を設定する

サーバー管理ツールを用いて、パスワードの制限事項を設定する方法について説明します。

パスワード変更を強制する

ユーザーに対し、各自のパスワードの変更を強制する方法について説明します。

ユーザーのパスワードを変更する

ユーザーのパスワードを変更する方法について説明します。
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パスワードの制限事項を設定する
パスワード長のプロパティに加えた変更は直ちに有効になりますが、その適用対象は新しいユーザー アカウントと新しい
パスワードだけです。 たとえば、パスワード長の下限を 8 文字から 10 文字に変更した場合、新しいユーザーは全員 10 文
字以上の長さのパスワードを指定しなければならなくなります。 ただし、8 文字のパスワードを使用していた既存ユーザー
は、そのままそのパスワードを使い続けることができます。

パスワードの有効期限に加えた変更は、適切な猶予期間の経過後に有効になります。 たとえば、パスワードの有効期限
を 30 日に変更した場合、ユーザーがパスワードを変更しないままその日数が経過すると、そのユーザー アカウントは一時
停止されます。 ユーザーは、一時停止が執行される 2 週間前にパスワードを変更するように指示されます。 デフォルトで
は、堅牢なパスワードのオプションはオフになっています。 この機能をオンにすると、ユーザーは、パスワードの変更時に
堅牢なパスワードを指定しなければならなくなります。 パスワードを変更するまでは、古い "脆弱な" パスワードをそのまま
使用できます。

パスワードの制限事項を設定するには：

1 サーバー管理ツールを起動します。 クライアントと共にインストールされているサーバー管理ツールを使用している場
合、管理できるのはリモート サーバーだけです。

2 サーバーの一覧からサーバー構成を選択します。 ログオンしていない場合は、ログオンするように要求されます。

3 メイン メニューから ツール    アカウント    システム ポリシー を選択します。

4 パスワード タブで、パスワードの有効期限オプションを選択します。

♦ パスワードに有効期限を設けない

♦ パスワードの有効期限 __ 日： このオプションでは、パスワードが有効な期限の日数を入力しなければなりませ
ん。 StarTeam はパスワードが作成された日から日数を計算します。

5 堅牢なパスワードを要求する のチェック ボックスをオンにした場合、パスワードが次の条件をすべて満たす必要があ
ります。

♦ 新しいパスワードは、古いパスワードと異ならなければなりません。

♦ 新しいパスワードは、ユーザー名と異ならなければなりません。

♦ 新しいパスワードは、大文字と小文字が混在しており、少なくとも 1 文字の小文字と少なくとも 1 文字の大文字
が入っていなければなりません （この場合の文字とは、ASCII 文字コードで表されるアルファベットです）。

♦ 新しいパスワードには、少なくとも 1 文字のアルファベット以外の文字が含まれていなければなりません。

このチェック ボックスをオンにすると、[パスワード長の下限] テキスト ボックスの値が 3 に変わります。 この値は、必
要に応じて増やせます。

6 必要に応じて、パスワード長の下限を入力します。 デフォルトの 0 のままにしておくと、空のパスワードが許容されま
す。 パスワード長の上限は、32 文字です。

7 OK をクリックします。

関連手順

ユーザーのパスワードを変更する

パスワード変更を強制する

サーバー管理ツールを開く
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パスワード変更を強制する
プロジェクトのセキュリティ侵害が発生した場合など、ユーザーに StarTeam パスワードの変更を強制する必要が生じる場
合もあるでしょう。 この操作はサーバー実行中にのみ行うことができます。 パスワードに有効期限を設けたり、パスワード
長の下限を設定したり、堅牢なパスワードの使用を要求したりすることができます。 これらのパスワード プロパティは、同じ
サーバー構成上のすべてのユーザー アカウントに適用されます。

ユーザーに各自のパスワードの変更を強制するには：

1 サーバー管理ツールを起動します。 クライアントと共にインストールされているサーバー管理ツールを使用している場
合、管理できるのはリモート サーバーだけです。

2 サーバーの一覧からサーバー構成を選択します。 ログオンしていない場合は、ログオンするように要求されます。

3 左下ペインより アカウント バーをクリックします。 次に、ユーザー マネージャ ショートカットをクリックします。 これによ
り、ユーザー マネージャ ダイアログ ボックスが表示されます。

4 ユーザーを選択します。 作業対象としたいユーザーが ユーザー リスト ボックスに表示されない場合には、 すべての
ユーザーを表示させるために、グループ ツリーから All Users グループを選択し、すべての子孫グループのユーザー
を表示する のチェック ボックスをオンにします。

5 ユーザーの名前を右クリックし、コンテキスト メニューから パスワードの変更を強制 を選択します。 ユーザー リスト
ボックスで、選択中のユーザーの アカウント ステータス が "パスワード変更が必要" に変わります。 ユーザーは、次
回ログオンするときにパスワードを変更するように要求されます。 そのときにはパスワードを変更しなくても、サーバー
構成およびサーバー構成内のプロジェクトにアクセスできますが、次回のログオン時にはサーバー構成からロックアウ
トされます。 このようになる旨は、エラー メッセージでユーザーに警告されます。

注: パスワードの変更に失敗したユーザーのアカウントは、管理者により再開できます。

関連手順

ユーザーのパスワードを変更する

パスワードの制限事項を設定する

サーバー管理ツールを開く
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ユーザーのパスワードを変更する
ユーザーのパスワードを設定あるいは変更するだけではなく、使用可能期間の設定や文字数の制限、堅牢なパスワードを
要求するかどうかを設定することができます。 この操作はサーバー実行中にのみ行うことができます。

パスワードを変更するには：

1 サーバー管理ツールを起動します。 クライアントと共にインストールされているサーバー管理ツールを使用している場
合、管理できるのはリモート サーバーだけです。

2 サーバーの一覧からサーバー構成を選択します。 ログオンしていない場合は、ログオンするように要求されます。

3 メニューから ツール    アカウント    ユーザー マネージャ を選択します。 この操作により [ユーザー マネージャ] ダ
イアログが表示されます。

4 ユーザー名を選択します。 作業を行いたいユーザーが [ユーザー] リスト ボックスに表示されていない場合は、すべ
ての子孫グループ のチェック ボックスをオンにして、ユーザーを表示する を選択します。これにより、すべてのユーザ
ーが表示されます。

5 右クリックして、コンテキスト メニューから [プロパティ] を選択します。 ユーザーのプロパティ ダイアログ ボックスが表
示されます。

6 ログオン タブを選択します。

7 StarTeam Server で検証する オプション ボタンが選択されていることを確認します。

8 パスワード テキスト ボックスに、ユーザーの新しい StarTeam のパスワードを入力します。

9 確認 テキスト ボックスに再度パスワードを入力して、OK をクリックします。

関連手順

パスワード変更を強制する

パスワードの制限事項を設定する

サーバー管理ツールを開く
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アクセス権とグループ特権を管理する
アクセス権とグループ特権を管理する作業手順を説明します。

このセクションの内容

アクセス権を設定する

プロジェクト、ビュー、プロモーション状態、フィルタ、クエリ、コンポーネントに対するアクセス権を設定する方法に
ついて説明します。

グループ特権を設定する

ユーザー マネージャ ダイアログ ボックスを利用して、サーバー構成のグループ特権を設定する方法について説
明します。

サーバー レベルのアクセス権を設定する

サーバー レベルのアクセス権をサーバー構成に対して設定する方法について説明します。

特権を設定する

サーバー構成におけるグループ特権のアクセス権を有効または無効にする方法について説明します。
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アクセス権を設定する
このトピックは以下のサブタスクで構成されています。

♦ アクセス権を設定する（概要）

♦ アクセス権の例外（禁止レコード）を設定する

♦ プロジェクト レベルまたはビュー レベルでプロモーション状態のアクセス権を設定する

♦ 個々のプロモーション状態のアクセス権を設定する

♦ コンポーネント レベルのアクセス権を設定する

♦ 個人フィルタのアクセス権を設定する

♦ 個人クエリのアクセス権を設定する

注: サーバー構成が実行中のときのみ、アクセス権の変更を行うことができます。 共有されたフォルダやアイテムには、も
ともとフォルダ レベルやアイテム レベルでアクセス権が設定されており、新しい場所で分岐するまではそれが有効に
なっています。 分岐すると新しいオブジェクトが生成されますが、最初それにはフォルダ レベルやアイテム レベルのア
クセス権は設定されていません。

アクセス権を設定するには（概要）：

1 StarTeam Client で、アクセス権の設定対象とするオブジェクトまたはアイテムを選択します。

♦ プロジェクトのアクセス権を設定するには、プロジェクトを任意のビューで開いておかなければなりません。

♦ ビューのアクセス権を設定するには、そのビューが開かれている必要があります。

♦ フォルダのアクセス権を設定するには、左ペインのフォルダ階層構造で目的のフォルダを選択します。

♦ パブリック フィルタまたはクエリのコンポーネントのアクセス権を設定するには、上部ペインでコンポーネント タブ
を選択します。

♦ ファイル、変更要求、要件、トピック、またはタスクに対して個別にアクセス権を設定するには、上部ペインでその
アイテムを選択します。

2 メニューまたはコンテキスト メニューから アクセス権... を選択します。

♦ プロジェクト レベルのアクセス権を設定するには、メイン メニューから プロジェクト    アクセス権... を選択しま
す。

♦ ビュー レベルのアクセス権を設定するには、メイン メニューから ビュー    アクセス権... を選択します。

♦ フォルダ レベルのアクセス権を設定するには、フォルダ タブで対象のフォルダを右クリックし、コンテキスト メニ
ューから 詳細    アクセス権... を選択します。

♦ パブリック フィルタまたはクエリに対するコンポーネント レベルのアクセス権を設定するには、コンポーネント タ
イプを選択し、（たとえば、メニューの 変更要求）、メイン メニューから <コンポーネント タイプ>    詳細    コン
ポーネントのアクセス権... を選択します。

♦ アイテム レベルのアクセス権を設定するには、上部ペインでアイテムを選択し、メイン メニューから <コンポーネ
ント タイプ>    詳細    アイテムのアクセス権... を選択します。

3 ユーザーまたはグループを追加するために、アクセス権 ダイアログ ボックスで、追加... をクリックします。

これにより、次のユーザー/グループへのアクセス権の割り当て ダイアログ ボックスが表示されます。

4 ユーザーまたはグループを選択します。 この画面では、ユーザーはユーザー名順に表示され、グループはパス順に
表示されます（ただし、All Users  グループは除く）。
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5 許可 をクリックし、続いて OK をクリックすると、アクセス権 ダイアログ ボックスに戻ります。

警告: 例外を作成する場合以外は、禁止 のオプション ボタンをクリックしないでください。 なお、禁止レ
コードは許可レコードよりも前に置かなければなりません。

6 アクセス権 ダイアログ ボックスでは、適切なチェック ボックスをオンまたはオフにします。 カテゴリのチェック ボックス
については、プロジェクトのアクセス権設定を例にとると、オブジェクト関連の一般的な権利 をオン/オフすることで、そ
のカテゴリに属するすべてのアクセス権のチェック ボックスがオン/オフとなります。

カテゴリのチェック ボックスのステートはオンまたはオフの 2 つのみです。 チェック ボックスがオフの場合は、そのカテ
ゴリ内のアクセス権のチェック ボックスはすべてオフであるか、またはオン/オフが混在しています（つまり、一部がオ
ンでその他がオフです）。

警告: 削除 をクリックすると、アクセス権 ダイアログ ボックスから [ユーザーとグループ] リストで選択し
ているユーザーまたはグループを削除します。 これにより、そのユーザーまたはグループは、サ
ーバーに対してそれまで許可されていたアクセス権を失います。

7 OK をクリックして変更を適用します。

たとえば、Testers というグループには QA ビュー内にあるファイルに対する完全なアクセス権が与えられており、QA ビュ
ーに多数のテスト ファイルの入ったフォルダがあると仮定します。 このたび、新しく雇用され、Testers グループに加えられ
た New Tester というメンバは、まだテストの更新などの作業を行えるほど十分には教育されていません。 New Tester は
Testers グループのメンバですが、このようなユーザーには当面の 2、3 週間はテスト ファイルに対して実行してほしくない
操作もあるでしょう。 New Tester を一時的に Testers グループから削除することも可能ですが、StarTeam では、New Tester
に Testesr グループが持つすべての権利を与えたうえで、いくつかの例外を設定することができます。 例外を設けるに
は、禁止レコードを作成します。

アクセス権の例外を処理する禁止レコードを作製するには：

1 アクセス権 ダイアログ ボックスで、追加... をクリックします。

これにより、次のユーザー/グループへのアクセス権の割り当て ダイアログ ボックスが表示されます。

2 リストからグループ内で例外とするユーザーを選択します。

3 禁止 をクリックし、続いて OK をクリックすると、アクセス権 ダイアログ ボックスに戻ります。

警告: ノードですでにそのグループに明示的にアクセスを許可している場合以外は、禁止 をクリックし
てグループに例外を作成することはしないでください。 この例では、Testers グループがすでにこ
のノードでのアクセス権を持っていなければなりません。

4 アクセス権 ダイアログでは、適切なチェック ボックスをオンまたはオフにします。

5 アクセス権 ダイアログ ボックスで、上に移動 をクリックし、禁止レコードを ユーザーとグループ リストの最も上部に移
動させます。

ヒント: すべての禁止レコードは、ユーザーとグループ リストにおいて、許可レコードよりも前に配置され
ている必要があります。 レコードの順序に誤りがある場合、例外が発生しないことがあります。
たとえば、StarTeam がアクセス権を検索したときに、Testers グループに対する許可レコードが
New Tester アカウントに対する拒否レコードよりも先に見つかると、このユーザーが Testers グ
ループのメンバとして持っている権利が採用されてしまいます。

6 OK をクリックして、変更を適用し、ダイアログ ボックスを閉じます。

注: Testers グループが持つ特権によっては、禁止レコードを作成しても New Tester がこれらの操作を実行できてしまう可
能性があります。
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また、ノードに設定されているレコードが禁止レコードのみの場合、そのレベルにあるそのタイプのオ
ブジェクトには誰もアクセスできなくなります。 StarTeam では、あるノードで該当する種類のオブジェ
クトのレコードが 1 つでも見つかると、それより上位レベルのアクセス権チェックは行われません。

プロモーション状態のアクセス権の設定は、これまでのアクセス権の設定とよく似ています。 アクセス権は、プロジェクト レ
ベルやビュー レベルで設定できるだけでなく、個々のプロモーション状態に対しても設定できます。

プロジェクト レベルまたはビュー レベルでプロモーション状態のアクセス権を設定するには：

1 メイン メニューから プロジェクト    アクセス権... をクリックするか、ビュー    アクセス権... を選択します。 アクセス権
ダイアログ ボックスが表示されます。

2 ビュー ノードを選択します。

3 ユーザーまたはグループを追加するために、追加... をクリックします。 次のユーザー/グループへのアクセス権の割り
当て ダイアログ ボックスが表示されます。

4 ユーザーまたはグループを選択します。 この画面では、ユーザーはユーザー名順に表示され、グループはパス順に
表示されます（ただし、All Users グループを除く）。

5 許可 をクリックし、続いて OK をクリックすると、アクセス権 ダイアログ ボックスに戻ります。

6 アクセス権 ダイアログ ボックスでは、適切なチェック ボックスをオンまたはオフにします。

7 OK をクリックして変更を適用します。

個々のプロモーション状態のアクセス権を設定するには：

1 メイン メニューから ビュー    プロモーション... を選択します。 プロモーション ダイアログ ボックスが表示されます。

2 リスト ボックスからプロモーション状態を選択します。

注: プロモーション ダイアログ ボックスでは、プロモーション状態が作成できます。 ただし、作成したプ
ロモーション状態にアクセス権を設定するには、適用 をクリックする必要があります。 適用 をクリッ
クすると（または、いったんダイアログを閉じてもう 1 度開くと）、アクセス権... ボタンが有効になりま
す。

3 アクセス権... をクリックします。 プロモーション状態のアクセス権 ダイアログ ボックスが表示されます。

4 ユーザーまたはグループを追加するために、追加... をクリックします。 次のユーザー/グループへのアクセス権の割り
当て ダイアログ ボックスが表示されます。

5 ユーザーまたはグループを選択します。 この画面では、ユーザーはユーザー名順に表示され、グループはパス順に
表示されます（ただし、All Users グループを除く）。ユーザーまたはグループを選択して、許可 のオプション ボタンをク
リックします。

6 OK をクリックして、プロモーション状態のアクセス権 ダイアログ ボックスに戻ります。

7 適切なチェック ボックスをオン/オフした上で、OK をクリックして変更を適用し、プロモーション状態のアクセス権 ダイ
アログ ボックスを閉じます。

8 OK をクリックして、プロモーション ダイアログ ボックスを閉じます。

サーバー レベルのアクセス権の コンポーネント レベル権利の管理 が与えられていれば、開いている任意のコンポーネン
トからコンポーネント レベルのアクセス権を設定できます。

コンポーネント レベルのアクセス権を設定するには：

1 アクセス権が与えられているプロジェクト ビューを開きます。

2 ファイル、変更要求などのコンポーネントのタブを選択します。
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3 メイン メニューから <コンポーネント タイプ>    詳細    コンポーネントのアクセス権... を選択します。 <コンポーネン
ト タイプ> コンポーネントのアクセス権 ダイアログ ボックスが表示されます。

4 適切なノードを選択します。

♦ 対象コンポーネントのパブリック フィルタやパブリック クエリを作成できるユーザーまたはグループを設定するに
は、コンポーネント ノードを使用します。

♦ 対象コンポーネントのパブリック フィルタを使用できるユーザーまたはグループを設定するには、フィルタ ノード
を使用します。

♦ 対象コンポーネントのパブリック クエリを使用できるユーザーまたはグループを設定するには、クエリ ノードを使
用します。

5 ユーザーまたはグループを追加するには：

1 追加... をクリックして、次のユーザー/グループへのアクセス権の割り当て ダイアログ ボックスを表示します。

2 ユーザーまたはグループを選択して、許可 のオプション ボックスをクリックします。

3 OK をクリックして、<コンポーネント タイプ> コンポーネントのアクセス権 ダイアログ ボックスに戻ります。

警告: 例外を作成する以外の目的で、次のユーザー/グループへのアクセス権の割り当て ダイアログ
ボックスの 禁止 をクリックしないでください、

6 <コンポーネント タイプ> アクセス権 ダイアログ ボックスでは、適切なチェック ボックスをオンまたはオフにします。

注: 削除 をクリックすると、選択中のユーザーまたはグループが、ユーザーとグループ リスト ボックス
から削除されます。 その結果、そのユーザーまたはグループは、該当コンポーネントのフィルタお
よびクエリに対してそれまで与えられていたアクセス権を失います。

7 OK をクリックして変更を適用します。

フィルタのアクセス権を設定するには：

1 次のいずれかを行います。

♦ 上部ペインの列見出しを右クリックし、コンテキスト メニューから フィルタ... を選択します。

♦ ファイル、変更要求、要件などを選択し、メイン メニューまたはコンテキスト メニュから フィルタ    フィルタ... を
選択します。

フィルタ ダイアログ ボックスが開きます。

2 フィルタを選び、アクセス権 をクリックします。 フィルタ（<フィルタ名>）のアクセス権 ダイアログ ボックスが表示されま
す。

3 追加... をクリックします。 次のユーザー/グループへのアクセス権の割り当て ダイアログ ボックスが表示されます。

4 ユーザーまたはグループを選択します。 この画面では、ユーザーはユーザー名順に表示され、グループはパス順に
表示されます（ただし、All Users グループを除く）。

5 許可 をクリックし、続いて OK をクリックすると、フィルタ（<フィルタ名>）アクセス権 ダイアログ ボックスに戻ります。

警告: 例外を作成する以外の目的で、次のユーザー/グループへのアクセス権の割り当て ダイアログ
ボックスの 禁止 をクリックしないでください、

6 フィルタ（<フィルタ名>）アクセス権 ダイアログ ボックスでは、適切なチェック ボックスをオンまたはオフにします。

189



注: 削除 をクリックすると、選択中のユーザーまたはグループが、ユーザーとグループ リスト ボックス
から削除されます。 その結果、そのユーザーまたはグループは、このフィルタに対してそれまで与
えられていたアクセス権を失います。

7 OK をクリックし、フィルタ（<フィルタ名>）アクセス権 ダイアログ ボックスを閉じます。

8 OK  をクリックして フィルタ ダイアログ ボックスを閉じます。

クエリのアクセス権を設定するには：

1 次のいずれかを行います。

♦ 上部ペインの列見出しを右クリックし、コンテキスト メニューから クエリ... を選択します。

♦ ファイル、変更要求、要件などを選択し、メイン メニューまたはコンテキスト メニュから フィルタ    クエリ... を選
択します。

クエリ ダイアログが開きます。

2 クエリを選び、アクセス権 をクリックします。 クエリ（<クエリ名>）アクセス権 ダイアログ ボックスが表示されます。

3 追加... をクリックします。 次のユーザー/グループへのアクセス権の割り当て ダイアログ ボックスが表示されます。

4 ユーザーまたはグループを選択します。 この画面では、ユーザーはユーザー名順に表示され、グループはパス順に
表示されます（ただし、All Users グループを除く）。

5 許可 をクリックし、続いて OK をクリックすると、クエリ（<クエリ名>）アクセス権 ダイアログ ボックスに戻ります。

警告: 例外を作成する以外の目的で、次のユーザー/グループへのアクセス権の割り当て ダイアログ
ボックスの 禁止 をクリックしないでください、

6 クエリ（<クエリ名>）アクセス権 ダイアログ ボックスでは、適切なチェック ボックスをオンまたはオフにします。

注: 削除 をクリックすると、選択中のユーザーまたはグループが、ユーザーとグループ リスト ボックス
から削除されます。 その結果、そのユーザーまたはグループは、このクエリに対してそれまで与え
られていたアクセス権を失います。

7 OK をクリックし、クエリ（<クエリ名>）アクセス権 ダイアログ ボックスを閉じます。

8 OK  をクリックして、クエリ ダイアログ ボックスを閉じます。

関連概念

アクセス権付与

アクセス権の禁止

関連手順

アクセス権とグループ特権を管理する

関連参照

アクセス権と特権
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グループ特権を設定する
グループに特権を割り当てると、そのグループのメンバに対して、特権を必要とするオブジェクトへのアクセスや操作の実
行を許可することになります。 言い換えると、特権はアクセス権の設定よりも優先的に取り扱われます。

ユーザー マネージャ ダイアログ ボックスを開くと、サーバー構成には All Users、Administrators、System Managers、Security
Administrators などのいくつかのデフォルト グループが最初から作成されていることがわかります。 Administrator という名
前のデフォルト ユーザーは、Administrators グループと Security Administrators グループ双方に属しています。 デフォル
トでは、Administrators グループにはすべてのグループ特権が与えられています。 また、デフォルトで、他のグループはこ
れらの特権を有していません。 同じグループに属するユーザーは全員、そのサーバー構成で管理されているすべてのプロ
ジェクトに対して同じ特権を持ちます。 グループ特権はすべてのレベル（プロジェクト、ビュー、フォルダ、およびフォルダ内
のアイテム）に対して等しく適用されます。 複数のグループに所属しているユーザーは、どのグループにより特権が与えら
れているかに関係なく、すべてのグループから与えられる特権のうち最大の特権を得ます。

注: サーバー構成が実行中であれば、ユーザー マネージャ ダイアログ ボックスで特権の変更ができます。

特権を設定するには：

1 サーバー管理ツールを開き、変更したいサーバー構成を選択します。

注: クライアントを使用している場合、管理できるのはリモート サーバーのみです。

2 ショートカット ペインで ユーザー マネージャ のショートカットをクリックするか、メイン メニューから ツール    アカウン
ト    ユーザー マネージャ を選択します。 ユーザー マネージャ ダイアログ ボックスが表示されます。

3 ユーザー マネージャ ダイアログ ボックスで、グループを追加または選択します。

4 必要に応じて、グループにユーザーを追加します。

5 グループ ツリーでグループ名を右クリックし、コンテキスト メニューから プロパティ を選択します。 グループのプロパ
ティ ダイアログ ボックスが表示されます。

6 特権 タブを選択します。

7 グループに与える特権のチェック ボックスをオンに、許可しない特権のチェック ボックスをオフにします。

8 OK をクリックして変更を適用します。

関連概念

グループ特権とアクセス権

アクセス権付与

関連手順

アクセス権とグループ特権を管理する

特権を設定する

ユーザーを設定する

グループを設定する

関連参照

アクセス権と特権

グループ特権
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サーバー レベルのアクセス権を設定する
ユーザーやグループに割り当てるサーバー レベルのアクセス権は、そのユーザーまたはグループが対象となるサーバー
構成内で該当操作を実行することを許可します。 レベルのアクセス権には、サーバー構成が実行されているときにどのユ
ーザーがプロジェクトを作成できて、どのユーザーができないのかを決定するものもあります。

注: アクセス権はサーバーが実行中にのみ変更できます。

サーバーのアクセス権を設定するには：

1 サーバー管理ツールで、変更したいサーバー構成を選択します。 クライアントを使用している場合、管理できるのはリ
モート サーバーのみです。

2 ショートカット ペインで アクセス権 のショートカットをクリックするか、メイン メニューから ツール    アカウント    アク
セス権 を選択します。 アクセス権 ダイアログ ボックスが表示されます。

3 新規... をクリックします。 ユーザーまたはグループの追加 ダイアログ ボックスが開きます。

4 アクセス権の設定対象とするユーザーまたはグループを選択します。

5 許可 のチェック ボックスをオンにして、了解 をクリックすると、アクセス権 ダイアログ ボックスに戻ります。

警告: 例外を作成する場合以外は、禁止 のチェック ボックスをオフにします。

6 アクセス権 ダイアログ ボックスで、ユーザーとグループ リストからユーザーまたはグループを選択します。 これによ
り、アクセス権 ダイアログ ボックスにあるチェック ボックスがオン/オフと変更されます。 チェック ボックスは手動でも
オン/オフと変更することができます。 アクセス権 ダイアログ ボックスの一部が画面外に出てしまう場合は、サーバー
管理ツールのウィンドウ サイズを変更してください。

すべて選択 および すべてクリア のボタンをクリックすると、アクセス権 ダイアログ ボックスのすべてのチェック ボック
スをまとめてオン/オフにすることができます。

警告: ユーザーとグループ リストで、削除 をクリックすると、リストからユーザーまたはグループを削除
します。 その結果、そのユーザーまたはグループは、サーバーに対してそれまで与えられていた
アクセス権を失います。

7 OK をクリックして変更を適用します。

関連概念

アクセス権の禁止

アクセス権付与

関連手順

アクセス権とグループ特権を管理する

関連参照

サーバー関連のアクセス権

アクセス権と特権
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特権を設定する
管理者としてログオンしていれば、システム ポリシー ダイアログ ボックスのオプションを設定することで、サーバー構成の
グループ特権を上書きすることができます。 これらのオプションは、リポジトリ内のあらゆるオブジェクトに対するユーザー
（管理者も含む）からのアクセスの確認手順を変更するため、変更に当たっては十分な注意が必要です。 特権が無視され
るように設定すると、誰がリポジトリ内のオブジェクトに対する操作を実行できて、誰が実行できないかが、アクセス権によ
ってのみ決定されるようになります。

注: この操作はサーバー構成が実行中にしか行うことができません。

グループ特権を使用するまたは無視するには：

1 サーバー管理ツールを開き、変更したいサーバー構成を選択します。

注: クライアントを使用している場合、管理できるのはリモート サーバーのみです。

2 ショートカット ペインで システム ポリシー のショートカットをクリックするか、メイン メニューから ツール    アカウント
 システム ポリシー を選択します。

これにより、システム ポリシー ダイアログ ボックスが表示されます。

3 アクセス権 タブを選択します。

4 グループ特権を無視する のチェック ボックスをオンまたはオフにします。 チェックボックスをオフにした場合、そのサー
バー構成では特権が確認されるようになります。

5 OK をクリックして変更を適用します。

関連概念

アクセス権の禁止

アクセス権付与

関連手順

アクセス権とグループ特権を管理する

関連参照

アクセス権と特権
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ログと初期化ファイルを管理する
ログと初期化ファイルを管理する作業手順を説明します。

このセクションの内容

StarTeam.log を表示/カスタマイズする

StarTeam.log を表示する方法および出力形式をカスタマイズする方法について説明します。

サーバー ログでの作業

サーバー ログ ファイルの内容を検索、表示、コピーする方法について説明します。

セキュリティ イベント ログでの作業

セキュリティ イベント ログを表示する方法と完全削除する間隔を設定する方法について説明します。

監査ログを有効または完全削除する

監査ログを有効にする方法、およびそのエントリを完全削除する方法について説明します。
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StarTeam.log を表示/カスタマイズする
StarTeam.log ファイルには、セッション中にユーザーの Windows Client のワークステーションで行われた操作が記録され
ます。 これは、サーバー構成のセッション中に発生したエラーやサーバーとワークステーションの間で実行された操作の失
敗をトラブルシューティングしたり文書化する上で役に立ちます。

アプリケーションではクライアントを起動するたびに新しい StarTeam.log ファイルが作成されるので、ログ フォルダはすぐに
いっぱいになるおそれがあります。 フォルダに保存されるログ ファイルの数を抑えるには、古いログ ファイルを出力フォル
ダから定期的に削除するか、StarTeam ログ オプションを無効にします。 このオプションを無効にするには、[個人用オプシ
ョン] ダイアログ ボックスの [ワークスペース] タブで、[エラーをログに記録] および [次の時間以上かかる操作とイベントを
ログに記録 ___ ミリ秒] のチェック ボックスをオフにします。 StarTeam.log ファイルを表示するには、メニューから ツール  
StarTeam ログ... を選択します。 また、タブ区切りフィールドをサポートしている任意のアプリケーションを使って、StarTeam.log
ファイルからデータをインポートして表示することもできます。 たとえば、.csv 拡張子を付けてファイルを保存すれば、それ
を Microsoft Excel で開くことができます。

[個人用オプション] ダイアログ ボックスの [ワークスペース] タブでは、StarTeam.log ファイルの場所とそこに記録されるデ
ータのタイプを指定することができます。

StarTeam.log ファイルをカスタマイズするには：

1 クライアントで、ツール    個人用オプション... を選択します。 個人用オプション ダイアログ ボックスが表示されます。

2 ワークスペース タブで、StarTeam.log ファイルの場所を ログ出力パス テキスト ボックスに入力するか、[参照...] ボタ
ンをクリックして出力ディレクトリを選択します。 デフォルトは、アプリケーションがインストールされた場所です（例： C:
\Documents and Settings\<user-name>\Application Data\Borland\StarTeam）。 現在のログ ファイルの名前は
常に StarTeam.log です。 アプリケーションの以前のセッションのログ ファイルには、最終変更の日付と時間が含まれ
ます。

注: StarTeam.log には、開いているプロジェクト ビューに応じて、ユーザーのワークステーションから 1
つ以上のサーバーに送信された操作に関するデータが記載されています。 このデータの中にはプ
ロジェクトの名前が含まれているので、必要に応じて特定のサーバーのデータを分離することがで
きます。

3 StarTeam.log ファイルに記載するデータのタイプを選択します。

♦ エラーをログに記録：デフォルトで設定済み。 クライアント使用中に発生したエラーを記録します。 エラー ログに
は、サーバー構成の起動日時と、サーバーとクライアントの間で発生したエラーや操作の失敗が記録されま
す。 失敗した各操作は内部 ID で識別され、それぞれについての説明が付加されます。 たとえば、次のように
表示されます： ...Operation 40956 failed:TCP/IP Socket Error 10054:...

♦ StarTeamMPX Server イベントをログに記録： このオプションを選択すると、当該クライアントの StarTeamMPX
イベントに関する情報が記録されます。 ログでは、StarTeamMPX イベント（自動更新またはファイル ステータス
の更新）が発生した日時が特定されます。 StarTeamMPX イベントは「Statistics for Events」として記録され、内
部 ID と簡単な説明によりサーバー イベントとして識別できます。 以下の例は、ファイルのステータス変更を示
しています： ...Statistics for Events /1b21dd1-e208-51ea-01b2-1dd1e20851ea/Object/File/
ModifyStarTeamMPX イベントをログに記録できるのは、[StarTeamMPX Server] タブの [StarTeamMPX を有効
化] のチェック ボックスがオンの場合に限ります。 [ワークスペース] タブで StarTeamMPX 関連の変更を行って
も、現在開かれているプロジェクトに対しては変更が適用されません。 ただし、変更後に開くプロジェクトの
StarTeamMPX イベントはログに記録されるようになります。

♦ 次の時間以上かかる操作とイベントをログに記録 ___ ミリ秒： 完了までに特定の時間（ミリ秒数）以上かかる操作
を記録する場合は、このオプションを選択します （操作とは、ユーザー アクションの結果実行されるコマンドのこ
とです。 操作は、サーバーでもクライアントでも実行することができます）。 ミリ秒数を設定することにより、ほと
んど重要でない操作に関する記載でログがいっぱいになるのを防ぐことができます。 デフォルト値は 10 ミリ秒
です。 このチェック ボックスをオンにすると、ワークステーションでコマンドが実行されるたびに、その日時とユー
ザー インターフェイス操作番号に関する情報が記録されます。 要約情報（[要約] オプション ボタンをクリックし
た場合）か、詳細情報（[詳細] オプション ボタンをクリックした場合）のどちらかを記録することができます。

195



♦ [要約] を選択すると、操作全体にかかった時間、クライアントの実行時間、およびサーバーの実行時間が記録
されます。 各操作は、「Statistics for Operation 40001」などと内部 ID で識別されます。

♦ [詳細] を選択すると、操作ごとに実行されたすべてのサーバー コマンドの内訳が詳細に記録されます。 ログで
は、サーバー コマンドごとにサーバー アドレス、プロジェクト、およびコンポーネント（ファイル、変更要求、要件、
タスク、あるいはトピック）が特定されます。 各サーバー コマンドは、「Public Server Command 10」などと内部 ID
で識別されます。

4 設定が完了したら、OK をクリックします。

関連手順

初期化ファイルの場所

監査ログを有効または完全削除する

サーバー ログでの作業

セキュリティ イベント ログでの作業
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サーバー ログでの作業
サーバー ログ ファイルの内容はいつでも見ることができます。たとえサーバー構成が実行中であってもかまいません。 ロ
グ ファイルの最後の 64 KB 分のみ表示されます。 ファイル全体を参照するには、メモ帳（Notepad）やワードパッド
（WordPad）などのテキスト エディタを使用して表示します。

サーバー管理ツールのサーバー ログ ファイルの場所を特定するには：

1 サーバー管理ツールを起動します。 クライアントと共にインストールされているサーバー管理ツールを使用している場
合、管理できるのはリモート サーバーだけです。

2 サーバーの一覧から目的のサーバー構成を選択します。 ログオンしていない場合は、ログオンするように要求されま
す。

3 サーバーの構成 ショートカットをクリックするか、メイン メニューから ツール    管理    サーバーの構成 を選択しま
す。 サーバーの構成 ダイアログ ボックスが表示されます。

4 全般 タブの最上部にログ ファイルの場所が表示されているので、それを確認します。

サーバー ログ ファイルの内容を確認するには：

1 サーバー管理ツールを起動します。 クライアントと共にインストールされているサーバー管理ツールを使用している場
合、管理できるのはリモート サーバーだけです。

2 サーバーの一覧から目的のサーバー構成を選択します。 ログオンしていない場合は、ログオンするように要求されま
す。

3 サーバー ログ ショートカットをクリックするか、メイン メニューから ツール 管理 サーバー ログ を選択します。 [サーバ
ー ログ] ダイアログにログの内容が表示されます。

各エントリは、行番号、コード、日時、およびメッセージから成ります。 コード番号は任意に割り当てられるもので、必ず
しも重要度の順になっているわけではありません。 それぞれのコードの意味は、以下のとおりです。

00000001 Message
00000002 Warning
00000004 Error
00000008 Unexpected Condition

4 ログに記録されているエラーだけを表示するには、エラーのみ チェック ボックスをオンにします。

5 最新のログ エントリを確認するには、再ロード をクリックします。

Windows システムでは、ログ ウィンドウから Windows クリップボードにデータをコピーすることができます。 クリップボード
から、Microsoft Word やメモ帳（Notepad）などの他のアプリケーションにデータを貼り付けることができます。

サーバー ログからデータをコピーするには：

1 サーバー管理ツールの左下のペインで アカウント バーをクリックし、サーバー ログ ショートカットをクリックします。

2 コピーするデータを選択します。

3 CTRL+C を押します。

4 OK をクリックしてダイアログを閉じます。

5 CTRL+V を押して、テキスト エディタまたはワード プロセッシング アプリケーションに情報を貼り付けます。

6 データを印刷する場合は、そのアプリケーションのメニューから ファイル    印刷... を選択します。
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デフォルト グループの 1 つである System Managers グループに属するユーザーは全員、サーバー ログにエラーが記録さ
れたときに、その通知を電子メールで受け取ることになります。 このグループには最初、メンバはいません。 System Managers
グループにユーザーを追加するにはこのトピックの最後にある「ユーザーを設定する」のリンクを参照してください。

関連手順

監査ログを有効または完全削除する

セキュリティ イベント ログでの作業

StarTeam.log を表示/カスタマイズする

初期化ファイルの場所

サーバー管理ツールを開く

ユーザーを設定する
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セキュリティ イベント ログでの作業
サーバー構成に対するアクセス権があれば、いつでもそのサーバー構成のセキュリティ イベント ログを確認することがで
きます。 セキュリティ イベント ログは、データがアプリケーション データベースに格納されているため、通常の .Log ファイ
ルではありません。 この操作はサーバー実行中にのみ行うことができます。

セキュリティ イベント ログを表示するには：

1 サーバー管理ツールを起動します。 クライアントと共にインストールされているサーバー管理ツールを使用している場
合、管理できるのはリモート サーバーだけです。

2 サーバーの一覧から目的のサーバー構成を選択します。 ログオンしていない場合は、ログオンするように要求されま
す。

3 ツール    アカウント    セキュリティ ログ を選択します。 [セキュリティ ログ] ダイアログにログの内容が表示されま
す。 このログには、セキュリティ保護された各イベント（ログオン/ログオフなど）、その発生日時、操作を実行したユー
ザー、操作が実行されたワークステーション、対象となったアイテム、操作が失敗したかどうかが一覧表示されます。

4 セキュリティ イベント タイプ ドロップダウン リスト ボックスを使用すると、特定のタイプのイベントをすべて確認するこ
とができます。

5 セキュリティ イベント ログを再ロードして、最新のエントリを確認するには、セキュリティ ログ ダイアログ ボックスで 再
ロード をクリックします。

6 ログで選択したデータを印刷するには、セキュリティ ログ ダイアログ ボックスで Print Selection をクリックします。

サーバー構成でのユーザー数とアクティビティの量によっては、セキュリティ イベント ログが急速に拡大する場合がありま
す。 ログを適度な大きさに保っておくため、サーバーに古いエントリを削除させることができます。 まず、セキュリティ イベ
ントを保存しておく期間を決定したあと、それより古いエントリを完全削除するようにサーバー構成を設定します。 この操作
はサーバー実行中にのみ行うことができます。

セキュリティ イベント ログを完全削除する間隔を設定するには：

1 サーバー管理ツールを起動します。 クライアントと共にインストールされているサーバー管理ツールを使用している場
合、管理できるのはリモート サーバーだけです。

2 サーバーの一覧から目的のサーバー構成を選択します。 ログオンしていない場合は、ログオンするように要求されま
す。

3 メニューから ツール    アカウント    システム ポリシー を選択します。 システム ポリシー ダイアログ ボックスが表
示されます。

4 セキュリティ イベント タブを選択します。

5 右の日数より古いセキュリティ イベントを完全削除する ___ 日 のチェック ボックスをオンにします （このチェック ボック
スをオフにしておくと、セキュリティ イベントのエントリは無期限に保存されます）。

6 テキスト ボックスに日数を入力します。 値の範囲は 30 から 1000 までです。 デフォルト値は 180 です。 次回サーバ
ーの構成が起動されたときに、この設定値より古いエントリは削除されます。

7 OK をクリックします。

8 この完全削除間隔を有効にするために、サーバー構成を再起動します。
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関連手順

監査ログを有効または完全削除する

サーバー ログでの作業

StarTeam.log を表示/カスタマイズする

初期化ファイルの場所

サーバー管理ツールを開く

関連参照

セキュリティ イベント タイプ
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監査ログを有効または完全削除する
[監査の生成を有効にする] オプションを選択すると、StarTeam Server は、プロジェクトの監査イベントをサーバー構成デー
タベースに記録します。 たとえば、変更要求が作成されたり、ファイルが追加されると、ログが記録されます。 クライアント
から監査ログ エントリを表示できるようにするには、上部ペインの [監査] タブを選択します。 この操作は、サーバーが実行
中の場合のみ実行できます。

注: サーバー構成の起動時にログを削除する設定にしている場合、起動時の問題を防ぐために定期的にサーバー構成を
再起動させる必要があります。

監査ログを有効にするには：

1 サーバー管理ツールを起動します。 クライアントと共にインストールされているサーバー管理ツールを使用している場
合、管理できるのはリモート サーバーだけです。

2 サーバーの一覧から、変更したいサーバー構成を選択します。 ログオンしていない場合は、ログオンするように要求
されます。

3 サーバーの構成 のショートカットをクリックするか、メニューから ツール 管理 サーバーの構成 を選択します。 サーバ
ーの構成 ダイアログ ボックスが表示されます。

4 監査 タブを選択します。

5 監査の生成を有効にする のチェック ボックスをオンにします。

6 一定期間後にエントリを自動的に削除したい場合には、右の日数より古い監査エントリを完全削除する ___ 日 のチェッ
ク ボックスをオンにします。 （このチェック ボックスをオフにしておくと、セキュリティ イベントのエントリは無期限に保存
されます）。 テキスト ボックスに日数を入力します。 範囲は、7 から 1000 日です。 たとえば、約 1 ヶ月前のエントリを
削除するには、このテキスト ボックスに 30 と入力します。 サーバー構成を起動時するとき、ここで指定した日数を超
えるエントリが削除されます。

7 OK をクリックします。

関連手順

サーバー ログでの作業

セキュリティ イベント ログでの作業

StarTeam.log を表示/カスタマイズする

初期化ファイルの場所

サーバー管理ツールを開く
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情報をバックアップする
このセクションでは、情報をバックアップする作業手順を説明します。

このセクションの内容

プロジェクト データをバックアップする

サーバー構成をバックアップする一般的な手順について説明します。

プロジェクト データを復元する

バックアップしたサーバー構成を復元する一般的な手順について説明します。
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プロジェクト データをバックアップする
サーバー構成が作成されると、StarTeam Server はその構成とプロジェクト情報を格納するためのファイルとフォルダを作
成します。 たとえば、Star Team Server に付属するサンプルのサーバー構成 StarDraw には、リポジトリに Archives、
Cache のサブフォルダを持つハイブ（StarDraw と名付けられたリポジトリのサブフォルダ）および Attachments というサブフ
ォルダが存在します。 また、StarDraw Repository フォルダには、SSE データベース情報（.mdf ファイル）を格納する
Database フォルダも存在します。 ただし、サーバー構成によってはデータベース ファイルが独立した場所に存在すること
もあります。

お使いのサーバー構成のリポジトリが異なっていても、基本となるフォルダ構造は類似しています。 これらのフォルダの場
所は、必要に応じて、StarTeam の サーバー管理 ダイアログ ボックス、またはサーバー管理ツールの ハイブ マネージャ
ダイアログ ボックスを使用して変更することができます。

サーバー構成をバックアップするには：

1 必要となるリポジトリ情報のバックアップを作成します。

♦ HiveIndex フォルダ

♦ データ保管庫の Archives フォルダ

♦ Attachments フォルダ

2 データベースのバックアップを作成します。

♦ データベースに SQL Server を使用している場合、データベースの完全バックアップを実行することを推奨しま
す。

♦ Oracle を使用している場合、Recovery Manager（RMAN）を利用してデータベースをバックアップすることを推奨
します。

3 starteam-server-configs.xml ファイルのバックアップを作成します。

注: 定期的にバックアップを検証してください。 ボーランドでは、テスト環境にプロジェクト データのバックアップを復元する
ことを推奨しています。 このことは、データが正しくバックアップされていることを確認するために役立ちます。

関連概念

バックアップが必要なファイル

Native-II データ保管庫とハイブ

StarTeam のバックアップ

データ保管の概要

Oracle データベースのバックアップ

SQL Server データベース バックアップ

バックアップ

StarDraw サンプル サーバー構成

関連手順

データ格納オプションを設定する

プロジェクト データを復元する
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プロジェクト データを復元する
定期的にバックアップを検証してください。 ボーランドでは、テスト環境にプロジェクト データのバックアップを復元すること
を推奨しています。 このことは、データが正しくバックアップされていることを確認するために役立ちます。

バックアップからサーバー構成を復元するには：

1 データベースを復元する。

2 リポジトリ情報を復元する。

3 starteam-server-configs.xml ファイルを復元する。

4 サーバー構成を起動します。

5 サーバー構成をテストします。

サーバー構成をテストするには、通常行う操作を実行します。たとえば、各種の現在または履歴の構成をプロジェクト
からチェックアウトする、ビルド プロセスを実行するなどが挙げられます。

注: サーバー構成を新しいコンピューターに移動させたい場合は、StarTeam Server をインストールし、ODBC の接続設定
を作成する必要があります。

関連概念

バックアップが必要なファイル

Native-II データ保管庫とハイブ

StarTeam のバックアップ

データ保管の概要

Oracle データベースのバックアップ

SQL Server データベース バックアップ

バックアップ

StarDraw サンプル サーバー構成

サーバー構成移動の概要

関連手順

データ格納オプションを設定する

プロジェクト データをバックアップする
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チェックアウト処理からデータをトレースする
このセクションでは、Checkout Trace ユーティリティを有効にする方法、およびこのユーティリティを使用して、サーバー構
成に対して *.csv ファイルを作成する方法について説明します。

このセクションの内容

サーバー構成でトレースを有効にする

Check-out Trace ユーティリティを用いて、サーバー構成のトレースを有効にする方法を説明します。

チェックアウト処理を記録した .CSV ファイルを生成する

Check-out Trace ユーティリティの実行方法と、チェックアウト処理を記録した *.csv ファイルの生成方法について
説明します。
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サーバー構成でトレースを有効にする
サーバー構成でトレースを有効にすると、サーバーはそれぞれのトレース記録をファイルに保存します。チェックアウト処理
の記録は（check-out.cotrc）として保存されます。 Check-out Trace ユーティリティはトレース ファイルから、チェックアウ
ト処理の記録を *.csv ファイルに出力します。

サーバー構成でトレースを有効にするには：

1 starteam-server-configs.xml ファイルを開きます。 このファイルは StarTeam Server がインストールされたルート
フォルダにあります。

2 以下のエレメントの値を "1" に変更することで、各サーバー構成のトレースが有効になります。

<option name=”FileAllowCheckoutTrace” value=”1”/>

<option name=”FileEnableCheckoutTrace” value=”1”/>

最初のオプションでトレース コードを有効にします。 ふたつめのオプションでトレースのオンとオフを決定します。 値
の "1" は true または on を表し、 "0" は false または off を表します。 トレースを有効にするには、両方の値を "1"
にする必要があります。

3 変更を starteam-server-configs.xml ファイルに保存します。

4 サーバー構成を終了、再起動させることで、starteam-server-configs.xml への変更が認識されます。

両方のオプションを starteam-server-configs.xml で "1" に設定すると、サーバー構成は Checkout.cotrc ファイルを
Trace フォルダ（リポジトリ フォルダのサブフォルダ Checkout.cotrc）に作成します。 使用中のトレース ファイルが 128MB
を超えた時は、サーバーはこのファイルを保存し、新しいトレース ファイルを作成します。 古いトレース ファイル名には、
StarTeam の server.log 同様、タイム スタンプが加えられます。 サーバー構成を終了する時、サーバーはトレース ファイ
ル名にタイム スタンプを加えて保存します。 サーバー構成を再起動すると、新しいトレース ファイルが作成されます。

注: パフォーマンスを最大化するため、StarTeam はトレース ファイルを即座に更新しません。 StarTeam はメモリ内にトレ
ース ファイルの情報を蓄え、アイドル時にトレース ファイルに情報を書き込みます。

関連概念

チェックアウト トレース ユーティリティを使ったチェックアウト操作のデータのトレース

関連手順

チェックアウト処理を記録した .CSV ファイルを生成する
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チェックアウト処理を記録した .CSV ファイルを生成する
ユーティリティを実行するには、サーバー構成でトレースを有効にしておく必要があります。 トレースを有効にしておくこと
で、サーバーはチェックアウト処理の記録を生成し、これをトレース ファイル（Checkout.cotrc）に保存します。 ユーティリテ
ィはトレース ファイルを開き、チェックアウト処理の記録を *.csv ファイルで保存します。

Check-out Trace ユーティリティは、Check-out Trace ファイル（*.cotrc）を開き（複数可）、チェックアウト処理の記録をカ
ンマ区切りで、単一の *.csv テキスト ファイルに出力します。 デフォルトの .csv ファイル名は、トレース ファイル名
に .csv のファイル拡張子を加えたものになります。 たとえば、Checkout Trace のファイル名が Checkout.cotrc の場
合、csv の出力ファイル名は Checkout.cotrc.csv となります。

Check-out Trace ユーティリティを実行するには：

1 コマンド プロンプトで、CheckoutTraceDump.exe ファイルがある場所に移動してください。このファイルは、StarTeam
Server がインストールされたルート フォルダに存在します。

2 -go オプションは、ユーティリティをデフォルト設定で実行することを表します。 複数のパラメータを指定することもでき
ます。 利用可能なオプションの一覧は、このトピックの一番下にあるリンクのコマンドライン操作を参照してください。

注: デフォルトの場合、サーバーはトレース ファイルを、Trace フォルダ（リポジトリ フォルダのサブフォ
ルダ Checkout.cotrc）に保存します。 サーバーが使用中のトレース ファイルに対して、このユー
ティリティを実行させることはできません。この場合はトレース ファイルをコピーして、ユーティリティ
を実行してください。

ヒント: ユーティリティをサーバーではなく、ワークステーションから実行するには、CheckoutTraceDump.exe と OSSup.dll
を別の場所にコピーしてから実行します。 OSSup.dll はサーバー構成が利用するファイルのため、移動しないよう
に注意してください。 また、ユーティリティの実行には Microsoft .NET Runtime が必要となります。ワークステーショ
ンにインストールしておいてください。

関連概念

チェックアウト トレース ユーティリティを使ったチェックアウト操作のデータのトレース

関連手順

サーバー構成でトレースを有効にする
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サーバー構成での作業
サーバー構成で作業を行うための作業手順を説明します。

このセクションの内容

Vault Verify ユーティリティを用いてファイル リビジョンを検証する

Vault Verify ユーティリティの使用方法について説明します。

Windows サービスとしてサーバー構成を実行する

Windows サービスとしてサーバー構成を実行する際の設定方法、無効化する方法、トラブルシューティングついて
説明します。

サーバー管理ツールでサーバー構成にログオンする

サーバー管理ツールでサーバー構成にログオンする方法について説明します。

オンライン完全削除を開始または停止する

サーバーの実行中に、既に削除されているビューをサーバー構成から完全に削除する方法（オンライン完全削
除）について説明します。

サーバー構成をロックまたはロック解除する

サーバー管理ツールを用いて、サーバー構成をロックまたはロック解除する方法について説明します。

サーバー構成を作成する

サーバー構成を作成する方法について説明します。ここでは、サポートするすべてのデータベースのタイプを取り
扱います。

サーバー構成を分割する

単一の StarTeam サーバー構成を、独立に管理し実行できる 2 つの構成に物理的に分割する時期と方法につい
て説明します。

サーバー構成を無効または有効にする

サーバー構成を無効にまたは有効にする方法について説明します。

サーバー構成を起動または停止する

サーバー構成を起動または停止する方法について説明します。

サーバー管理ツールを開く

サーバー管理ツールを開く方法について説明します。

データベース情報をエクスポートする

カタログのエクスポート ユーティリティを用いて、サーバー構成のデータベース情報をエクスポートする方法につい
て説明します。

データベース情報を確認する

サーバー構成のデータベース情報を確認する方法について説明します。

削除済みのビューをサーバー構成から完全削除する

サーバーのシャットダウン時に、削除済みのビューをサーバー構成から完全に削除する方法について説明しま
す。これを、オフライン完全削除と呼びます。

拡張ビュー タイプを有効にする

このトピックでは、サーバー構成の拡張ビュー タイプ（すべて分岐、変動、分岐なし、派生なし）を有効にする方法
について説明します。
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Vault Verify ユーティリティを用いてファイル リビジョンを検証する
Windows の場合、Vault Verify ユーティリティはデフォルトで、C:\Program Files\Borland\StarTeam Server 2009
\VaultVerify フォルダにインストールされます。

通常、Vault Verify ユーティリティはコマンドラインから、次のとおり実行します： Vault Verify [オプション] "<サーバー
構成名>"

Vault Verify ユーティリティを実行するには：

1 サーバー管理ツールを開き、検証したいサーバー構成を停止します。

Vault Verify ユーティリティの実行中、サーバー構成を指定して実行することもできます。

注: サーバー構成の実行中は、迷走ファイルチェックおよびファイル修復オプションは無視されま
す。

2 コマンドラインで VaultVerify フォルダに移動し、次のコマンドを入力します。

VaultVerify.bat -check all -cf C:\test -path 
   "C:\Program Files\Borland\StarTeam Server 2009" “My Server Configuration”

Windows Server 2008 マシン上では、代わりに次のコマンドを入力します：

VaultVerify.bat -check all -cf C:\test –dbname <database name>  -dbuser <database user>  -dbinstance 
<instance name> -dbhost <host name>  “My Server Configuration”

ヒント: VaultVerify のコマンドで使用可能なコマンドライン オプションを表示するには、VaultVerify
フォルダに移動し、VaultVerify.bat - help と入力します。 -help の代わりに、-?、-h も使用
することができます。

関連概念

ファイル リビジョン検証のためのデータ保管庫検証
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Windows サービスとしてサーバー構成を実行する
サーバー管理ツールから、またはコマンド プロンプトの starteamserver コマンドを実行して、サーバー構成を起動するこ
とができます。 サーバー構成は、Windows のサービスとして実行することもできます。

このトピックは以下の内容で構成されています。

♦ Windows サービスとしてサーバー構成を実行する

♦ サーバー構成の Windows サービスとしての実行を無効化する

♦ Windows サービスとしてサーバー構成を実行する際のトラブルシューティング

注: サーバー構成が新規作成された場合、少なくとも 1 度は起動させ、停止させます。その後、Windows サービスとして実
行させます。

サーバー構成を Windows サービスとして実行するには：

1 サーバー管理ツールを開き、サーバー ペインからサーバー構成を選択します。

注: StarTeam Server がインストールされているコンピュータでサーバー管理ツールにアクセスできる必
要があります。

2 サーバー構成が実行中の場合、ツールバーの サーバーの停止 をクリックするか、メイン メニューから アクション  
サーバーの停止 を選択します。

注: サーバーに、マップされたドライブを使用したリモートのハイブが含まれている場合、構成を Windows
サービスとして実行するよう設定することはできません。

3 ツールバーの サービスとして実行するように設定 をクリックするか、メイン メニューから アクション    サービスとして
実行するように設定 を選択します。 別のユーザーでサービスにログオン ダイアログ ボックスが表示されます。

4 ローカル システム アカウント のチェック ボックスをオンにして、ローカル システム アカウントを使用するか、以下のと
おり、特定のユーザー アカウントを使用します。

1 ローカル システム アカウント のチェック ボックスをオフにします。

2 アカウント名を入力します。 普通は DomainName\UserName というフォーマットにします。 アカウントが組み込み
ドメインに属する場合は、.\UserName が使用できます。

5 ログオン をクリックします。 ダイアログ ボックスが表示され、Windows のサービスが設定されたことを示します。

6 OK をクリックします。

このサーバー構成を次に起動するとき、あるいはコンピュータを再起動したとき、サーバー構成が Windows サービスとして
実行されます。

サーバー構成が Windows サービスとして実行されているかどうかを確認するには、サーバー管理ツールの左ペインにある
サーバー名の横を確認します。 サーバーが有効となり、サービスとして実行されていることを示すアイコンが表示されま
す。

サーバー構成がサービスとしての実行されるのを取り消したい場合は、まずサーバー構成を停止し、次にサーバー管理ツ
ールを使ってサービスを削除します。

サーバー構成の Windows サービスとしての実行を停止するには：

1 サーバー管理ツールを開き、サーバー ペインからサーバー構成を選択します。
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注: StarTeam Server がインストールされているコンピュータでサーバー管理ツールにアクセスできる必
要があります。

2 サーバー構成が実行中の場合、ツールバーの サーバーの停止 をクリックするか、メイン メニューから アクション  
サーバーの停止 を選択します。

3 ツールバーの サービスとして実行するように設定 をクリックするか、メイン メニューから アクション    サービスとして
実行するように設定 を選択します。 ボタンおよびメニュー コマンドは両方とも切り替え動作となります。

これで、このサーバー構成はサービスとして実行されなくなります。

サービスとして設定されているサーバー構成が起動に失敗したり、停止した場合は、Windows のイベント ビューアのアプリ
ケーション ログにその情報が記録されます。

Windows サービスとしてサーバー構成を実行する際のトラブルシューティング：

1 StarTeam Server がインストールされているコンピュータで、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    管理ツール    イベント ビューア を選択します。 イベント ビューアが表示されます。

2 アプリケーション ノードをクリックします。 イベント ビューアの右側のペインにログ情報が表示されます。

3 ログのエントリをダブルクリックすると、イベントの詳細 ダイアログ ボックスが表示されます。

関連概念

サーバー構成のガイドライン

サーバー構成の概要

関連手順

サーバー構成での作業

サーバー管理ツールを開く

サーバー構成のオプションを設定する

サーバー構成を起動または停止する

関連参照

サーバー構成のステータス アイコン
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サーバー管理ツールでサーバー構成にログオンする
サーバー構成に対して、管理者としての作業を行ったり、アカウントの更新を行う場合には、サーバー管理ツールは ログオ
ン ダイアログ ボックスを表示します。

このトピックは以下の内容で構成されています。

♦ サーバー構成にログオンする。

♦ 別のユーザーとしてのログオンする。

サーバー管理ツールでサーバー構成にログオンするには：

1 サーバー管理ツールを起動します。 クライアントと共にインストールされているサーバー管理ツールを使用している場
合、管理できるのはリモート サーバーだけです。

2 [サーバー] ペインでサーバー構成を選択し、ツールバーまたはショートカットから [管理] または [アカウント] の任意
のメニュー コマンドを選択します。 ログオン ダイアログ ボックスが開きます。

3 ユーザー名 と パスワード を入力します。

ヒント: サーバー管理者に変更または削除されていない限り、すべてのサーバー構成に存在するデフォ
ルトのユーザー名/パスワードは Administrator/Administrator です。

4 （クライアント側にインストールされているサーバー管理ツールに限って、任意で指定）このサーバーに対するデフォル
トのログオン認証として保存 のチェック ボックスをオンにすることができます。 これにより、Toolbar Utility にサーバー
構成の情報が保存できます。

5 OK をクリックします。

ログオンすると、サーバー構成名の横にかっこに囲まれたログオン済みのユーザー名が表示されるようになります。 たとえ
ば、[サーバー] ペインの [サーバー構成] リストにある StarDraw のサーバー構成に対して、デフォルトの Administrator の
ユーザー名でログオンしたのであれば、StarDraw (Administrator) と表示されます。

1 人のユーザーが複数のユーザー名を持っている場合があります。 たとえば、QA チームのリーダーが、個人としてログオ
ンする場合と、QA チーム リーダーとしてログオンする場合などです。 サーバー構成に既にログオンしているか、または
Toolbar Utility の実行中に、別のユーザーとしてログオンしたい場合、この機能を使用できます。

既にログオン済みの場合は、Cross-Platform Client の [新規プロジェクト ウィザード] ダイアログや [プロジェクトを開くウィ
ザード] ダイアログのサーバー名の後に、最近使用したユーザー名がかっこ付きで表示されます。 これらの情報は同様に
サーバー管理ツールにも表示されます。

Toolbar Utility では、括弧付きで表示されるユーザー名は、デフォルトのログオン認証として認識されているユーザー名で
す。

注: この操作を実行するには、サーバーが実行されていなければなりません。

別のユーザーとしてサーバー構成にログオンするには：

1 サーバー管理ツールを起動します。 クライアントと共にインストールされているサーバー管理ツールを使用している場
合、管理できるのはリモート サーバーだけです。

2 アクセスするサーバー構成を選択します。

3 メイン メニューから アクション    別のユーザーでログオン を選択します。 <プロジェクト名> へログオン ダイアログ ボ
ックスが開きます。

4 別のユーザー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。
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5 （クライアント側にインストールされているサーバー管理ツールに限って、任意で設定）このサーバー構成のデフォルト
の認証をリセットして、今入力したユーザー名とパスワードに変更するには、このサーバーに対するデフォルトのログ
オン認証として保存 のチェック ボックスをオンにします。

6 OK をクリックします。

関連概念

サーバー構成のガイドライン

サーバー構成の概要

関連手順

サーバー構成での作業

サーバー管理ツールを開く

サーバー構成のオプションを設定する

関連参照

サーバー構成のステータス アイコン
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オンライン完全削除を開始または停止する
サーバーの実行中に、既に削除されているビューをサーバー構成から完全に削除する方法について説明します。 これをオ
ンライン完全削除と呼びます。 オンライン完全削除を使用するには、1 つまたは複数のビューからデータが既に削除されて
いることが必要です。 オンライン完全削除では、サーバーから削除されているデータのみを完全削除します。

オンライン完全削除は、サーバー管理ツールから開始および停止します。 サーバー管理ツールの 完全削除 タブを使用す
ると、アプリケーション管理者は削除されたビューをサーバー構成のデータベースおよびデータ保管庫から消去し、そのデ
ータベースのインデックスを再構築できます。 削除されたビューに別ビュー内でアクティブなアイテムが含まれる場合、それ
らのアイテムは削除されません。 たとえば、2 つのビューが 1 つのファイルを共有している場合に一方のビューを削除して
も、共有されているファイルは削除されません。 プロジェクトからビューを削除した場合は、完全削除を実行することをお勧
めします。

多数のレコードを削除または移動しなければならない場合、オンライン完全削除の処理はオフライン完全削除よりもはるか
に短い時間で完了します。

注: 完全削除プロセスを開始する前に、完全削除前のデータベースを必ずバックアップしてください。このプロセスは取り消
せないからです。 また、完全削除の実行前には少なくとも一度、ビューを削除したサーバー構成を起動することをお勧
めします。 完全削除は、Oracle および Microsoft SQL Server データベースに対してのみ実行できます。 完全削除が
正しく機能するためには、StarTeam Server と同じコンピュータ上にデータベース クライアント アプリケーションがインス
トールされている必要があります。

この操作はサーバー構成の実行中にしか行うことができません。

オンライン完全削除を使用するには：

1 サーバー管理ツールを起動します。

2 サーバー リストで、完全削除対象のデータがあるサーバーを選択します。

注: StarTeam Server がインストールされているコンピュータでサーバー管理ツールにアクセスできる必
要があります。

3 サーバー管理 ウィンドウの左下にある 管理 セクションから、オンライン完全削除 アイコンをクリックします。

サーバー管理 ウィンドウの右側に オンライン完全削除 タブが開きます。

注: オンライン完全削除 タブの一番上の情報に注意してください。

4 開始 ボタンをクリックし、オンライン完全削除を開始します。

開始 ボタンが利用できるのは、ステータス が [準備完了] である場合だけです。 オンライン完全削除が一度開始され
ると、ボタンが 停止 に変わり、ステータス は [実行中] に変わります。

オンライン完全削除が進行するに従って、削除内容のログがボタンの下に表示されます。 いつでもログの表示を更新
して、完全削除の現在のステータスを表示できます。

注: オンライン完全削除中に何らかの理由でサーバーが停止した場合は、サーバーを再起動し、オン
ライン完全削除を手動で再開する必要があります。 完全削除ははじめからやり直します。

5 オンライン完全削除を一時停止する必要がある場合は、停止 ボタンをクリックします。

注: オンライン完全削除を停止すると、開始 ボタンをクリックして、再開するまでプロセスが一時停止し
ます。 この間、サーバーが実行中である場合は、オンライン完全削除は、停止した場所から続行さ
れます。

オンライン完全削除が完了すると、ボタンが 開始 （無効状態）に変わり、ステータス は [完了] に変わります。
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注: サーバーからさらにデータを削除するまで、このサーバーでオンライン完全削除を開始できません。

関連概念

オンライン完全削除

オンライン完全削除ツール
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サーバー構成をロックまたはロック解除する
サーバー構成をロックすると、バックアップ処理やデータベースのメンテナンスを実行している間、サーバー構成へのアクセ
スを制限することができます。 サーバー構成がロックされているときは、サーバー管理コマンドしか受け付けられません。
その他のコマンド（ファイルのチェックアウトなど）を実行すると、StarTeam Server からサーバー構成が利用できないことを
知らせる例外メッセージが出力されます。

注: この操作を実行するには、サーバー構成が実行されていなければなりません。

サーバー管理ツールでサーバー構成をロックするには：

1 サーバー管理ツールを起動します。

注: クライアントと共にインストールされているサーバー管理ツールを使用している場合、管理できるの
はリモート サーバーだけです。

2 サーバーの一覧から、ロックしたいサーバー構成を選択します。

3 ツールバーの [サーバーのロック] アイコンをクリックするか、メイン メニューから アクション    サーバーのロック を選
択します。 サーバー構成にログオンしていない場合は、ログオンが必要となります。

4 続いてのダイアログで、どのようにロックするのかを選択します。

♦ サーバーのロック： このオプションでは、最小限の管理者操作（主に、サーバーの起動、停止、ロック、ロック解
除）が行えます。 通常は、サーバー利用が 24 時間×週 7 日でない環境においてのバックアップ操作用に使わ
れます。

♦ <ユーザー名> がサーバーを排他的にロック： このオプションを選択すると、ユーザーのログイン名が表示され、
そのユーザーが自分のサーバー利用のためにサーバーをロックすることを許可します。

5 ダイアログ ボックスが開き、サーバー構成がロックされたことを示します。 OK をクリックします。

注: ロックされたサーバー構成が再起動された場合、ロックは解除されます。

サーバー管理ツールでロックされたサーバー構成を解除をするには：

1 ツールバーの サーバーのロック解除 アイコンをクリックするか、メイン メニューから アクション    サーバーのロック解
除 を選択します。

2 ダイアログ ボックスが開き、サーバー構成がロック解除されたことを示します。 OK をクリックします。

関連概念

サーバー構成のガイドライン

サーバー構成の概要

関連手順

サーバー構成での作業

サーバー管理ツールを開く

サーバー構成のオプションを設定する

関連参照

サーバー構成のステータス アイコン
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サーバー構成を作成する
サーバー構成を新規作成する前には、構成に対する一意の名前を決めておかなくてはなりません。 名前は大文字と小文
字が区別されず、コロン（:）、エスケープ文字（バック スラッシュ）（\）、スラッシュ（/）を含めることができません。ただし、空
白やアポストロフィ（'）は使用可能です。 同時にサーバー構成で使用するデータベースもセットアップする必要がありま
す。 データベース 1 つに対し、1 つのサーバー構成しか含めることができませんが、他のアプリケーションと StarTeam で
1 つのデータベースを共有することはできます。

このトピックは以下の内容で構成されています。

♦ サーバー管理ツールを使って、サーバー構成を作成する

♦ コマンドラインからサーバー構成を作成する

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。

注: StarTeam Server がインストールされているコンピュータでサーバー管理ツールにアクセスできる必
要があります。

2 ツールバーの 構成の新規作成... をクリックするか、メイン メニューから サーバー    構成の新規作成... を選択しま
す。 構成の新規作成 ウィザードが開きます。

3 新しいサーバー構成に対して、全般 のオプションを設定するには、次のとおり進めます。

1 構成名 テキスト ボックスに、一意の名前を入力します。

2 リポジトリのパス テキスト ボックスでは、StarTeam Server がサーバー構成のファイルを作成する場所を直接入
力するか、参照... をクリックして場所を指定します。

3 データベースの種類 リスト ボックスからデータベースの種類を選択します。 サーバー構成の作成後にデータベ
ースの種類を変更することはできません。

4 StarTeam データベースと ODBC データソースを新規作成する のチェック ボックスをオンまたはオフにします。 デ
フォルトではウィザードがチェック ボックスのオン/オフを選択します。

4 初期ハイブ設定 に対して、デフォルト または カスタム のハイブ オプションを選択します。

注: デフォルト を選択した場合、リポジトリ パスを変更すると、デフォルトのハイブ設定が変わります。
カスタム を選択した場合は、リポジトリのパスを変更してもハイブ設定は変更されません。

カスタム を選択した場合、以下のフィールドを変更して、デフォルトのハイブ設定を上書きすることができます。

♦ 名前： 一意のハイブ名。 DefaultHive がデフォルト名です。

♦ アーカイブ パス：新規ハイブのアーカイブ フォルダのパス。 デフォルトのパスは、<リポジトリ パス>
\DefaultHive\Archives です。

♦ キャッシュ パス：新規ハイブのキャッシュ フォルダのパス。 デフォルトのパスは、<リポジトリ パス>\DefaultHive
\Cache です。

♦ 最大キャッシュ サイズ：キャッシュに使用できるハード ディスク領域の最大サイズ（MB）。 デフォルトはオプショ
ンを設定した時点の利用可能ディスク領域の 20% です。

♦ キャッシュ クリーンアップ間隔：キャッシュのクリーンアップ（更新）処理の間隔（秒）。 デフォルト値は 600 秒で、
60（1 分）秒から 3153600（1 年）秒の範囲で設定できます。

♦ 記憶境界しきい値：ハイブに使用するディスク領域の全ディスク領域に対する割合です。 この割合に到達する
と、StarTeam はハイブにそれ以上のアーカイブを追加しません。 デフォルトは総ディスク領域の 95% です。
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5 入力が完了したら、次へ をクリックします。 <データベース> データソースの作成ページが開かれます。 このページで
入力しなければならない情報は、選択したデータベースによって異なります。

注: ODBC データ ソースは、サーバー構成を作成した後では変更できません。

Microsoft SQL Server/SQL Server Express データベースを使用する場合：

1 SQL Server Express ベースのサーバー構成を作成している場合、ホスト名 テキスト ボックスのデフォルト値は
(local)\SSE2005_ST となります。 これは、StarTeam Server がインストールされているコンピュータ上の SQL Server
Express インスタンスには SSE2005_ST という名前が与えられるためです。 Microsoft SQL Server データベース
の場合、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直接入力するか、[参照...] をクリック
してホスト名を選択します。

2 システム管理者（sa）のパスワード テキスト ボックスにシステム管理者のパスワードを入力します。 SQL Server
Express インスタンスの場合、デフォルトの初期設定システム管理者パスワードは StarTeam123 または空白（な
し）のどちらかです。

3 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。

4 サーバー構成、DSN（データベース名）、およびデータベース ログイン名を同じ名前に保つために、ODBC データ
ソース名、新しいデータソース名、新しいデータベース ログイン名 の各テキスト ボックスのデフォルト値は、前の
画面でサーバー構成に対して指定した名前となっています。 別の名前を使用する場合はこれらの値を変更しま
す。

5 データベースのパスワードを入力し、確認します。

Oracle データベースを使用する場合：

1 TNS サービス名 テキスト ボックスに Oracle ネット サービス名を入力します。

2 システム パスワード テキスト ボックスにデータベースの SYSTEM パスワードを入力します。

3 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。

4 サーバー構成、DSN、およびスキーマ ユーザー名を同じ名前に保つために、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 の各テキスト ボックスのデフォルト値は、前の画面でサーバー構成に対して指定
した名前となっています。 別の名前を使用する場合はこれらの値を変更します。

5 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。

6 次へ をクリックします。 ウィザードの最終ページ、データ ファイルとトランザクション ログの作成 が表示されます。 こ
のページで入力する情報は、選択したデータベースによって異なります。

Microsoft SQL Server/SQL Server Express データベースを使用する場合：

1 ダイアログ ボックスの内容を確認します。

2 ユーザーが 15 名未満で、格納するデータ量が 1 GB 未満と予測される場合、デフォルトの設定値がそのまま使
用できます。 Microsoft SQL Server データベースおよび SQL Server Express データベースについての理解が深
い場合、内容に変更を加えたいこともあるでしょう。その際には、デフォルト構成を使用する チェック ボックスをオ
フして、データ ファイルとログ ファイルのサイズと場所を変更します。 設定方法のガイドラインについては、このト
ピックの最後にある「Microsoft SQL Server/SQL Server Express 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」の リンク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。 Microsoft SQL Server および SQL Server Express
データベースでは比例充填方式が使用されるため、データベースの作成時にはそれぞれ少なくとも 3 個以上の
データ ファイルとトランザクション ログ ファイルを使用します。 この方式は、すべてのデータ ファイルがほぼ同時
に上限に達する傾向があります。

3 構成内容に問題がなければ、完了 をクリックします。 以下のメッセージが表示されます： 必要な空きディスク領
域（データ ファイルとトランザクション ログ ファイル用に合計 xMB）がデータベース ホスト マシン上にあることを
確認してください。
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4 OK をクリックします。 お待ちください... というメッセージが消えた後、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: Microsoft は、SQL Server Express データベースのサイズをライセンスで 2048MB に制限していま
す。 このサイズを超える場合、Microsoft SQL Server のライセンス購入が必要となります。

Oracle データベースを使用する場合：

1 ダイアログ ボックスの内容を確認します。

2 テーブル スペース（表領域）名はデフォルトでサーバー構成と同じ名前になりますが、この名前は変更できます。

3 ユーザーが 15 名未満で、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そのまま
使用できます。 Oracle スキーマ ユーザーについて理解が深い場合、データ ファイルの名前、サイズ、および場
所を変更することができます。 設定方法のガイドラインについては、このトピックの最後にある「Oracle スキーマ
ユーザー用データ ファイル」のリンク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。 表領域を作成するときには最低
でも 3 つのデータファイルを使用してください。データファイルのサイズが 2 GB に制限されていること、および数
の少ないファイルは挿入処理が重いときに応答速度が低下するおそれがあるからです。

4 完了 をクリックします。 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。

7 サーバー ペインでサーバー構成を選択し、ツールバーの サーバーの起動 ボタンをクリックします。 サーバーはデー
タベースを初期化して、サーバー構成ファイルとフォルダを作成します。

初期化処理には数分程度かかる場合があります。 サーバーがこの処理を完了すると、サーバー構成の左側に表示さ
れるステータス アイコンが新規から実行中に変わります。

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。

サーバー構成作成後に、デフォルトのサーバー構成オプションを変更して、サーバー構成のパフォーマンスを最適化するこ
ともできます。

注: ダブルバイトのオペレーティング システム（日本語や中国語など）については、StarTeam Server 2008 を Microsoft SQL
Server 2005 データベースと一緒に使用して、新しい DSN が自動的に作成された場合、照合順序を Latin1_General_CI_AS
に手動で設定する必要があります。

コマンドラインからサーバー構成を作成するには：

1 コマンド プロンプト ウィンドウを開き、StarTeam Server がインストールされているフォルダに移動します。

2 コマンド プロンプトで、次のように入力します。

starteamserver -new "ConfigurationName" -r "RepositoryPath" -t DBType -dsn "DataSourceName" -u
"DBUserName" -p "DBUserPassword

オプション 説明/メモ

ConfigurationName 一意のサーバー構成名を指定します。

RepositoryPath サーバーがこのサーバー構成に対して作成するフォルダとファイルを指定します。

サーバーがこの場所にアクセスできる必要があります。

RepositoryPath は、サーバーのインストール フォルダとは異なる場所でなければなりません。

以前に別のサーバー構成によって使われていたリポジトリ パスを選択すると、前のサーバー構
成のリポジトリ ファイルは上書きされます。 新しいサーバー構成を使用する前に、これらのファ
イルを手動で削除または移動する必要があります。
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starteamserver コマンドは、この場所にログ ファイル（Server.locale.Log）を出力します。 また、
RepositoryPath に指定したフォルダの下には、以下のオブジェクトが作成されます。

■ 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。

■ Attachments フォルダ：Attachments フォルダには、特定のタイプのアイテムに添付されるフ
ァイルを格納する子フォルダが含まれます。 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。 これらのフォルダの名前は決して変更しないでくだ
さい。

■ HiveIndex フォルダ：このフォルダには、hive-index.xml ファイルが保存されます。このファイル
には、サーバー構成で使われる各ハイブのプロパティが含まれています。

■ DefaultHive フォルダ：サーバー構成をデフォルトの設定で作成した場合、StarTeam Server
は自動的に DefaultHive フォルダを RepositoryPath の子フォルダとして作成します。 初期ハイ
ブが DefaultHive という名前かどうかに関わらず、すべてのサーバー構成は少なくとも 1 つのハ
イブを持ちます。 ハイブには 2 つのサブフォルダがあります。通常は、Archives と Cache という
名前になります。 サーバー構成を使用した後は、おそらく RepositoryPath の下に、いくつかのオ
ブジェクトが追加されています。

DBType サーバー構成で使用するデータベース タイプを指定します。 データベース タイプは、サーバー
構成の新規作成時にのみ指定することができます。

データベースの種類を指定する値として、以下のいずれかを使用します。

■ 2 = SQL Server Express or Microsoft SQL Server

■ 3 = Oracle

DataSourceName DataSourceName は、データベースに対して作成されるデータ ソース名（DSN）を指定します。
starteamserver コマンドでは、この名前を二重引用符（"）で囲んで指定する必要があります。 指
定する DSN が既に存在している必要があります。

リリース 5.1 および 5.2 では、Oracle データベースへのアクセスには $ORACLE_HOME/network/
admin/tnsnames.ora に格納される Oracle ネット サービス名が使われていました。 この動作は
現在では変更されています。

同じデータベースを使用する複数のサーバー構成を絶対に作成しないでください。 2 つの異な
るサーバー構成が同じデータベースを更新すると、サーバー構成のテーブル情報が破損しま
す。

DBUserName サーバーがデータベースへのアクセスに使用するユーザー名を指定します。

DBUserPassword サーバーがデータベースへのアクセスに使用するパスワードを指定します。

3 starteamserver コマンドの実行を完了すると、サーバーは次のメッセージを表示します。

構成 <サーバー構成名>は正常に作成されました。

システムは新しいサーバー構成を starteam-server-configs.xml ファイルに追加します。

4 次のコマンドを入力して、サーバー構成を起動します。

starteamserver -start "<サーバー構成名>"

新しいサーバー構成を最初に起動すると、サーバーは以下を含むいくつかの初期タスクを実行します。

♦ サーバー構成のデータベースの作成と初期化

♦ サーバー構成に対して選択された種類のデータベース用のストアド プロシージャのインストール

♦ リポジトリ フォルダの作成

この処理には数分かかる場合があります。 処理が完了すると、サーバーは次のメッセージを表示します。

サーバー <サーバー構成名> は正常に起動しました。
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関連概念

サーバー構成のガイドライン

サーバー構成の概要

データの保管場所

関連手順

サーバー管理ツールを開く

サーバー構成を起動または停止する

サーバー構成のオプションを設定する

関連参照

Microsoft SQL Server/SQL Server Express のデータ ファイルとトランザクション ログのガイドライン

Oracle のスキーマ ユーザー データ ファイルのガイドライン

starteam-server-configs.xml

サーバー構成のステータス アイコン
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サーバー構成を分割する
StarTeam サーバー構成を分割することは、一般にはお勧めできません。 ただし、アクティブ ユーザーの数（サイズ）がハ
ードウェアや OS プラットフォームの制限を超えた場合、業務プロセスにより、本稼動システムからアーカイブ ストレージに
データを移行する必要がある場合など、サーバー構成の分割が適切なことがあります。

パフォーマンスやスケーラビリティの問題についてテクニカル サポートに問い合わせをしてから、StarTeam サーバー構成
の分割を決定してください。 多くの問題は、サーバー構成を分割しないで解決できます。

サーバー構成を分割する前に、次の影響について考慮する必要があります。

♦ 不可逆性 — 分割したサーバー構成の独立した運用を開始すると、マージして元に戻すことはできません。

♦ データ トレーサビリティ — 共有、リンク、変動アイテムの構成（移動プロジェクトと移動しなかったプロジェクト間）は失
われます。

♦ 管理 — 新しいサーバー構成には、元の構成と同じ、構成設定、ユーザー、グループがありますが、 各サーバー構成
を独立で管理する必要があります。変更は 2 つの構成間で反映されなくなるからです。

♦ ライセンス管理 — サーバー構成の分割により発生する可能性のあるライセンス管理の問題については、ボーランド
の担当者に問い合わせてください。 使用許諾契約の遵守を確認するには、ネイティブ ライセンスではなく、ライセン
ス サーバー（可能であれば FLEXlm）で管理されたライセンスを使用する必要があります。

StarTeam サーバー構成を分割するには：

1 元のサーバー構成（Server 1）を別のコンピュータにコピーします。

2 元のサーバー構成から必要のない StarTeam プロジェクトを削除します。

3 SQL Server ログインを新しいサーバー構成（Server 2）にマッピングし直します。

4 新しいサーバー構成（Server 2）のサーバー GUID を変更します。

5 新しいサーバー構成（Server 2）から必要のない StarTeam プロジェクトを削除します。

注: この例では、元のサーバー構成（Server 1）に、3 つのプロジェクト（Project A、Project B、Project C）があることを仮定
しています。 計画は、Project A と Project B を Server 1 に残し、Project C を Server 2（新しいサーバー構成）に移す
ようにサーバー構成を分割することです。

Server 1 構成を別のコンピュータにコピーするには：

1 Server 1 構成のデータベースとデータ保管庫の完全なバックアップを作成します。

2 データベースとデータ保管庫を第 2 のシステムに復元します。

警告: データベースのバックアップは異なるデータベースに復元する必要があります。 元のサーバー構成のデータベース
がある場所、SQL Server データベース ユーザーや Oracle スキーマ ユーザーを再利用しないでください。

コピー処理が完了したら、2 組のハードウェア（サーバーとデータベース）で動作している元のサーバー構成と同一の 2 つ
のコピーが存在することになります。

Server 1 構成から必要のない StarTeam プロジェクトを削除するには：

1 Server 1 構成のデータベースとデータ保管庫の完全なバックアップを作成します。

2 Server 1 構成を起動します。

3 Cross-Platform Client で Server 1 に接続し、Project C を削除します。

4 Server 1 構成を停止します。
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5 Server 1 構成で完全削除を実行し、削除データを物理的に除外します。

6 Vault Verify ユーティリティで、構成データの完全性を検証します。

7 必要な場合、Server 1 構成のデータベースとデータ保管庫の完全なバックアップを作成します。

8 Server 1 構成のデータベースとデータ保管庫のバックアップ（手順 1）を Server 2 に復元します。

9 異なるデータ保管庫の場所を使用する場合は、hive-index.xml と starteam-server-configs.xml ファイルを新し
い場所を示すように構成します。

SQL Server ログインを Server 2 構成にマッピングし直すには：

1 sa または Windows 認証でデータベースに接続し、データベース コンテキストを復元したデータベースに変更します。

2 sp_change_users_login 'REPORT' コマンドを実行します。 このコマンドでは孤立したユーザー名が表示されます。

注: 次の手順では、孤立したユーザーが starteam であると仮定しています。 sp_change_users_login
'REPORT' コマンドで表示された、適切な孤立ユーザーを使用します。

3 SQL クエリ アナライザで次のコマンドを実行します。

♦ sp_addlogin starteam

♦ EXEC sp_change_users_login 'Update_One', 'starteam', 'starteam'

4 starteam_sqlserver_set-owner-to-dbo.sql スクリプトの内容をコピーし、データベースに対して実行します。

注: このスクリプトは、StarTeam Server のインストール場所の DBScripts フォルダにあります。

5 sa ユーザーで、exec change_db_ownership 'starteam' コマンドにより、スクリプトを実行します。

注: このコマンドでは警告が表示されますが、無視して問題ありません。

6 SQL Server 2005 の SQL Server Management Studio または SQL Enterprise Manager で、データベースから
starteam ユーザーを削除します。 はい を選択して、スキーマも削除します。

注: このアクションでは、データベース ユーザー starteam は削除されますが、SQL Server ログイン
starteam は削除されません。 スキーマの削除は、このデータベース ユーザーが所有しているす
べてのデータベース オブジェクトも削除します。これは、データベース ユーザーを削除するために
必要です。 dbo 権限を持つユーザーがたくさんいる一方で、データベースの所有者は一人しかな
れないため、このステップは基本となります。 StarTeam Server は、このデータベース所有者によっ
て実行されなければなりません。

7 sp_changedbowner starteam コマンドを実行します。

8 starteam ユーザー（パスワードはデフォルトで空白）でデータベースにログインし、SQL 文 select * from s0 を実行
します。

9 1 行が返ることを確認します。

新しいサーバー構成（Server 2）のサーバー GUID を変更するには：

1 starteam-server-configs.xml ファイルで、ServerGuid オプションを、新しい構成名の異なる GUID 値で更新しま
す。 例： <option name="ServerGuid" value="n"/>（n は新しいサーバーの GUID 値）

2 次の手順（SQL Server または Oracle データベース用）を実行して、新しいサーバー GUID 値でサーバー設定を更新
します。
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♦ SQL Server の場合は、Microsoft SQL Server Management Studio または Studio Express でデータベース接続
を開き、データベース コンテキストを新しいデータベースに変更します。続いて、SQL 文 update s0 set f3 =
n（n は新しいサーバー GUID 値）を実行します。

♦ Oracle の場合は、SQL*Worksheet/SQL*Plus で、新しいスキーマにデータベース接続を開き、次の SQL 文（n
は新しいサーバー GUID 値）を実行します。

update  s0 set f3 = n;
commit;

新しいサーバー構成（Server 2）から必要のない StarTeam プロジェクトを削除するには：

1 復元されたサーバー構成に対して ODBC の接続を構成します。

2 Server 2 構成を起動します。

3 Cross-Platform Client で Server 2 に接続し、Project A と Project B を削除します。

4 Server 2 構成を停止します。

5 Server 2 構成で完全削除を実行し、削除データを物理的に除外します。

6 Vault Verify ユーティリティで、構成データの完全性を検証します。

7 必要な場合、Server 2 構成のデータベースとデータ保管庫の完全なバックアップを作成します。

関連概念

バックアップ

データの保管場所

関連手順

情報をバックアップする

サーバーを移行する

サーバー構成を起動または停止する

データ格納オプションを設定する

224



サーバー構成を無効または有効にする
サーバー構成の有効化または無効化は、サーバー管理ツールから実行できます。 サーバー構成を無効化すると、サーバ
ー構成が "サービスから除外" されるため、誤ってそのサーバー構成を起動するということがなくなります。 たとえば、サー
バー構成を移行した場合は、以前のサーバー構成を無効にする必要があります。 新しいサーバー構成とデータベースが
正常に動作することを確認したら、以前のサーバー構成を削除します。 無効にしたサーバー構成を再度有効にすることも
できます。

注: 有効化または無効化できるのは、停止しているサーバーだけです。

サーバー構成を無効または有効にするには：

1 サーバーがインストールされているコンピュータでサーバー管理ツールを実行します。

2 無効化または有効化したいサーバー構成を選択し、ツールバーの サーバーの停止 ボタンをクリックするか、メイン メ
ニューから アクション    サーバーの停止 を選択します。

3 サーバーが停止したら、ツールバーの サーバーの無効化 をクリックするか、メイン メニューから アクション    サーバ
ーの有効化 を選択します。 ボタンおよびメニュー コマンドは両方とも切り替え動作となります。

♦ 現在、サーバー構成が有効であれば、それが無効化されます。

♦ 現在、サーバー構成が無効であれば、それが有効化されます。

ヒント: サーバー構成の左側に表示されるアイコンが現在のステータスを表わします。

関連概念

サーバー構成のガイドライン

サーバー構成の概要

関連手順

サーバー構成での作業

サーバー管理ツールを開く

サーバー構成のオプションを設定する

関連参照

サーバー構成のステータス アイコン
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サーバー構成を起動または停止する
サーバー管理ツールから、またはコマンド プロンプトの starteamserver コマンドを実行して、サーバー構成を起動するこ
とができます。 サーバー構成は、Windows のサービスとして実行することもできます。

このトピックは以下の内容で構成されています。

♦ サーバー管理ツールおよびコマンドラインからサーバー構成を起動する

♦ デフォルトの構成オプションを上書きしてサーバー構成を起動する（TCP/IP ポートおよび Attachments のパス）

♦ サーバー管理ツールおよびコマンドラインからサーバー構成を停止する

サーバー管理ツールでサーバー構成を起動するには：

1 サーバー管理ツールを起動します。

注: StarTeam Server がインストールされているコンピュータでサーバー管理ツールにアクセスできる必
要があります。

2 サーバー ペインから起動したいサーバー構成を選択します。以下のいずれかを行います。

♦ ツールバーの サーバーの起動 をクリック

♦ メイン メニューから アクション    サーバーの起動 を選択

注: どちらもデフォルトの構成オプションを使用してサーバー構成を起動します。 StarTeam Server は、
TCP/IP のポート 49201 をサーバー構成のデフォルト起動ポートとして使用します。

サーバー構成はその起動処理を開始します。 新しいサーバー構成を初めて起動するときは、StarTeam Server は起動タ
スクをいくつか実行します。 このサーバー構成で使用するデータベースを作成して初期化します。次に、データベースタイ
プに応じたストアド プロシージャをインストールし、サーバー構成で使用するリポジトリ フォルダとハイブを作成します。 こ
の処理には数分かかる場合があります。

ヒント: サーバー構成が起動処理を終えると、サーバー構成名の左側に表示されるステータス アイコンが実行中に変わり
ます。

別の構成オプションでサーバー構成を起動するには：

1 サーバー管理ツールを開き、サーバー ペインからサーバー構成を選択します。

注: StarTeam Server がインストールされているコンピュータでサーバー管理ツールにアクセスできる必
要があります。 Cross-Platform Client にカスタマイズでインストールしたサーバー管理ツールでは
この機能が実行できません。

2 ツールバーの 設定を指定して起動...  をクリックするか、メイン メイン メニューから アクション    設定を指定して起
動... を選択します。

これにより、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 適切なフィールドを変更し、OK をクリックします。
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変更内容に従って、starteam-server-configs.xml ファイルのサーバー構成情報が更新されます。 別のサーバー
構成のために、デフォルトのエンドポイント（49201）を既に使用している場合は、新規サーバー構成を初めて起動する
ときに、エンドポイントを設定する必要があります。 ここで設定したエンドポイントは、その後も継続して使われます。

以下に説明するように、starteam-server-configs.xml ファイルとサーバー構成データベースで定義されている値を使用
して、コマンドラインからサーバー構成を起動したり、定義されている値と異なる設定を指定してサーバー構成を起動するこ
ともできます。

注: -restart オプションを使用すると、特定のサーバー構成について、定義済みの値と異なる設定が指定できます。

定義済みの値を使用してサーバー構成を起動するには：

1 コマンド プロンプト ウィンドウを開き、StarTeam Server がインストールされているフォルダに移動します。

2 コマンドラインに次のコマンドを入力します。

starteamserver -start "<サーバー構成名>"

注: 定義済みの値を上書きしてサーバー構成を起動するには、starteamserver -start "<サーバー構成名
>" [options] とします。

バックアップを実行する際にはサーバー構成を停止する必要はありませんが、別のメンテナンス タスクを実行するために
は停止させることが必要な場合もあります。

注: もし、Enterprise Advantage ライセンスを所有し、StarTeam Server をサービスとして実行している場合は、依存するサ
ービスとして Notification Agent が実行されています。この場合、先に Notification Agent サービスを停止しないと、サ
ーバー構成を停止することができません。

サーバー管理ツールでサーバー構成を停止するには：

1 サーバー管理ツールを開き、停止したいサーバー構成を選択します。

注: クライアントを使用している場合、管理できるのはリモート サーバーのみです。

2 次のいずれかを行います。

♦ ツールバーから サーバーの停止 をクリック

♦ メイン メニューから アクション    サーバーの停止 を選択

これにより、サーバー管理 ダイアログ ボックスが表示され、サーバー構成の停止を確認するメッセージが表示されま
す。

3 はい をクリックして停止を確認します。

コマンドラインからサーバー構成を停止するには：

1 コマンド プロンプト ウィンドウを開き、StarTeam Server がインストールされているフォルダに移動します。

2 コマンドラインに次のコマンドを入力します。

starteamserver -stop "<サーバー構成名>"
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関連概念

サーバー構成のガイドライン

サーバー構成の概要

関連手順

サーバー構成での作業

サーバー管理ツールを開く

サーバー構成のオプションを設定する

Windows サービスとしてサーバー構成を実行する

関連参照

サーバー構成のステータス アイコン
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サーバー管理ツールを開く
サーバー管理ツールを使って、サーバー構成を管理するには、操作対象のサーバー構成に対する管理者特権を持ってい
る必要があります。また、そのサーバー構成が実行されていなければなりません。 サーバー管理ツールは、コマンド プロ
ンプトまたは Windows の [スタート] メニューから起動できます。

サーバー管理ユーティリティは、このユーティリティがインストールされているコンピュータだけでなく、StarTeam Server が
実行されている複数のコンピュータ上で実行中のサーバー構成を管理するために使用できます。 サーバー構成の接続情
報は、starteam-servers.xml ファイルに保存されます。

サーバー管理ツールを Windows の [スタート] メニューから起動するには：

1 サーバーで、スタート    プログラム    Borland StarTeam    StarTeam Server xxxx    StarTeam Server を選択しま
す。

2 サーバー管理ツールが Cross-Platform Client と一緒にインストールされている場合は、スタート    プログラム  
Borland StarTeam    StarTeam Cross-Platform Client xxxx    Cross-Platform Client を選択します。 上記はカスタ
ム インストールを行った場合にのみに選択可能です。

これにより、AdminTool.stjava  ファイルが実行され、サーバー管理ツールが起動します。 クライアント上のサーバー
管理ツールはサーバーのものと類似していますが、リモート サーバーしか管理できません。 データベースの移行どの
機能については、サーバーと共にインストールされたサーバー管理ツールのみで実行可能です。なお、この操作はサ
ーバーが停止している時にしか実行できません。

サーバー管理ツールをコマンド プロンプトから起動するには：

1 コマンド プロンプトのウィンドウを開きます。

2 StarTeam Server フォルダにディレクトリを変更します。 例： cd C:\Program Files\Borland\StarTeam Server

3 コマンドラインから次のコマンドを入力します：

serveradmin

サーバー管理ツールが開きます。

関連概念

サーバー構成のガイドライン

サーバー構成の概要
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サーバー管理ツールを開く
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データベース情報をエクスポートする
カタログのエクスポート ユーティリティは、アプリケーションの 2 つのテーブル Catalog_Tables および Catalog_Fields を
カンマ区切り形式のファイルにエクスポートします。 カタログのエクスポートは、データベースのテーブル名および列名を
StarTeam Server によって使われる ID に変換するため、データベース管理者にとって有益なツールです。 エクスポートし
たデータは、カンマ区切りフィールドをサポートしているアプリケーションなら、どれにでもインポートして参照することができ
ます。 たとえば、拡張子 .csv を付けてファイルを保存すれば、Microsoft Excel で開くことができます。

エクスポートされたフィールド カタログのデータ列を検査した際に、特定のレコードに想定外の値が見つかった（たとえば、
他のすべてのレコードで列の値が -1 であるのに対し、そのレコードの列にだけ 16 桁の値が入っているなど）場合、そのレ
コードは破損している可能性があります。 そのようなとき、特にデータベースをまだバックアップしていない場合は、どのレ
コードも削除しないことお勧めします。

注: この操作はサーバー構成が停止している場合にのみ実行できます。

カタログのエクスポートを実行するには：

1 サーバー管理ツールを起動します。

注: StarTeam Server がインストールされているコンピュータでサーバー管理ツールにアクセスできる必
要があります。

2 変更したいサーバー構成を選択し、停止させます。

3 ツールバーの カタログのエクスポート ボタンをクリックするか、メニューから アクション    カタログのエクスポート を
選択します。 カタログのエクスポート ダイアログ ボックスが表示されます。

4 エクスポートされたテーブル カタログのファイル名 テキスト ボックスに、テーブル カタログのエクスポート先のパスお
よびファイル名を直接入力するか、[参照...] をクリックしてファイルを指定します。

5 エクスポートされたフィールド カタログのファイル名 テキスト ボックスに、フィールド カタログのエクスポート先のパス
およびファイル名を直接入力するか、[参照...] をクリックしてファイルを指定します。

注: エクスポートしたファイルを開くアプリケーションが、認識できるファイル拡張子を指定してください。
デフォルトは .csv ファイルです。

6 OK をクリックします。 以下のメッセージが表示されます： カタログは正常にエクスポートされました。

7 エクスポートしたファイルをアプリケーションで開き、内容を参照します。

関連手順

サーバー構成での作業
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データベース情報を確認する
このトピックは、以下の場所からデータベース情報を確認する方法についての情報で構成されています。

♦ <サーバー構成名> プロパティ ダイアログ ボックス

♦ サーバーの構成 ダイアログ ボックス

サーバーの構成のデータベース情報を [<サーバー構成名> プロパティ] ダイアログ ボックスで確認す
るには：

1 サーバー管理ツールを起動します。 StarTeam Server がインストールされているコンピュータでサーバー管理ツール
を実行する必要があります。

2 サーバーの一覧から、確認したいローカルのサーバー構成を選択します。

3 ツールバーの 構成プロパティ ボタンをクリックするか、メイン メニューから サーバー    構成プロパティ... を選択しま
す。 <サーバー構成名> 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 タブを選択し、データベースのタイプ、ODBC データベース名、ユーザー名を表示させます。

ヒント: サーバー構成を実行していない場合は、ODBC データベース名、ユーザー名、パスワード のフ
ィールドを編集することができます。また、接続の検証... をクリックすることで、これらの情報が正
しいことを確認することができます。

5 （MS SQL Server または SSE データベースを使用するサーバー構成のみ）データ ファイルとトランザクション ログ タ
ブを選択します。 サーバー構成で使用するデータベース内のデータ ファイルとトランザクション ログ ファイルのサイズ
と場所が表示されます。

6 （Oracle データベースを使用するサーバー構成のみ）テーブル スペース情報 タブを選択します。

7 情報の確認が終了したら、OK  をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。

サーバーの構成のデータベース情報を [サーバーの構成] ダイアログ ボックスで確認するには：

1 サーバー管理ツールを起動します。 クライアントのサーバー管理ツールを使用している場合、管理できるのはリモー
ト サーバーのみです。

2 サーバーの一覧から、変更したいサーバー構成を選択します。 このサーバーは実行されている必要があります。 ロ
グオンしていない場合は、ログオンするように要求されます。

3 左下のペインで サーバーの構成 ショートカットをクリックするか、メイン メニューから ツール    管理    サーバーの
構成 を選択します。 サーバーの構成 ダイアログ ボックスが表示されます。

4 データベース タブを選択します。 このタブにはデータベースのタイプと DSN 名が表示されます。 この情報は編集する
ことができません。

関連手順

サーバー管理ツールを開く

サーバー構成を起動または停止する

サーバー構成のオプションを設定する

関連参照

[サーバーの構成] ダイアログ ボックス（[データベース] タブ）
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削除済みのビューをサーバー構成から完全削除する
このトピックでは、サーバーのシャットダウン時に、削除済みのビューをサーバー構成から完全に削除する方法について説
明します。 これを、オフライン完全削除と呼びます。 ユーザーは、コマンドラインまたは サーバー管理ツール を利用するこ
とができます。 サーバー管理ツール のツールバーの 完全削除 ボタンを使用すると、アプリケーション管理者は削除され
たビューをサーバー構成のデータベースおよびデータ保管庫から消去し、そのデータベースのインデックスを再構築するこ
とができます。 削除されたビューに別ビュー内でアクティブなアイテムが含まれる場合、それらのアイテムは削除されませ
ん。 たとえば、2 つのビューが 1 つのファイルを共有している場合に一方のビューを削除しても、共有されているファイルは
削除されません。 プロジェクトからビューを削除した場合は、完全削除を実行することをお勧めします。 多数のレコードを削
除または移動しなければならない場合、完全削除の処理には数時間かかる可能性があります。

サーバー構成の完全削除は、コマンドラインまたはサーバー管理ツールから実行できます。 ただし、完全削除にはコマン
ド ライン ツールを使用することをお勧めします。 通常はバッチ ファイル（.bat）にコマンドを記述し、サーバー構成を停止し
たときにこのバッチ ファイルが実行されるようにスケジュールしておきます。 削除されたビューを復元できないので、削除す
る前にアクセス権のあるプロジェクトを一時的に非表示にすることをお勧めします。 さらに、大規模プロジェクトでダウン タ
イムが限られている場合は、1 つのプロジェクトを削除し、完全削除してから、次のプロジェクトを削除することをお勧めしま
す。

注: 完全削除を実行する前には、必ずデータベースをバックアップしてください。 また、完全削除の実行前には少なくとも一
度、ビューを削除したサーバー構成を起動することをお勧めします。 完全削除は、Oracle および Microsoft SQL Server
データベースに対してのみ実行できます。 完全削除が正しく機能するためには、StarTeam Server と同じコンピュータ
上にデータベース クライアント アプリケーションがインストールされている必要があります。

この操作はサーバー構成が停止している場合にのみ実行できます。

コマンドラインから削除済みのビューを完全削除するには：

1 サーバーがインストールされているフォルダに移動します。

たとえば、C:\Program Files\Borland\StarTeam Server です。

注: 完全削除コマンドはサーバーがインストールされているフォルダで実行する必要があります。

2 StarTeamPurge <サーバー構成名> とコマンド プロンプトで入力します。

たとえば、サンプルのプロジェクトである StarDraw のビューを削除する場合、StarTeamPurge StarDraw と入力しま
す。

サーバー管理ツールで、削除済みのビューを完全削除するには：

1 サーバー管理ツールを起動します。

注: StarTeam Server がインストールされているコンピュータでサーバー管理ツールにアクセスできる必
要があります。

2 変更したいサーバー構成を選択し、停止させます。

3 ビューを完全削除するサーバー構成を選択します。

4 一番上にあるツールバー上の 完全削除 ツールバー ボタンをクリック、または、メイン メニューから アクション    完全
削除 を選択します。 必要に応じて、データベースにログオンするためのユーザー名とパスワードを入力します。
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関連概念

StarDraw サンプル サーバー構成

関連手順

サーバー構成での作業
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拡張ビュー タイプを有効にする
デフォルトでは、拡張ビュー タイプはサーバー構成で利用できません。 ただし、starteam-server-configs.xml ファイル
を編集して、ユーザーが拡張ビュー タイプを作成できるように設定できます。

拡張ビュー タイプを有効にするには：

1 starteam-server-configs.xml ファイルをエディタで開きます。 デフォルトでは、このファイルは StarTeam Server の
インストール フォルダのルートにあります。 たとえば、Windows システムでは、C:\Program Files\Borland\StarTeam
Server 2009 フォルダにこのファイルがあります。

2 拡張ビュー タイプを許可するそれぞれのサーバー構成で、次のとおり入力します。

<option name=“DisableAdvancedViews” value=“”/>

value に "" を指定すると、拡張タイプの表示 チェック ボックスが 新規ビュー ウィザード に表示され、すべて分岐、変
動、分岐なし および 派生なし の拡張ビュー タイプがウィザードで利用できます。 value に "1" を指定すると、拡張タ
イプの表示 チェック ボックスが表示されません。

関連手順

サーバー構成での作業
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サーバー構成のオプションを設定する
サーバー構成のオプションを設定する作業手順を説明します。

このセクションの内容

イベント ハンドラを確認または変更する

サーバー構成の既存のイベント ハンドラを確認または変更する方法について説明します。

イベント ハンドラを設定/削除する

サーバー構成にイベント ハンドラを設定する方法、およびサーバー構成からイベント ハンドラを削除する方法を説
明します。

エンドポイントを設定する

サーバー構成のデフォルト TCP/IP ポート（エンドポイント）を変更する方法について説明します。

サーバーのセッション オプションを変更する

サーバー構成のセッション オプションを変更する方法について説明します。

サーバーのタイムアウト オプションを変更する

サーバー構成のタイムアウト オプションを変更する方法について説明します。

サーバーの問題を診断する

サーバー構成に対する診断テストの実行方法について説明します。

サーバーへの自動再接続を有効にする

サーバー構成への再接続タイムアウト時間を有効にする方法について説明します。

サーバー統計情報を監視する

サーバー構成に対して、サーバー統計情報の監視を有効にする方法について説明します。

ディレクトリ サービス サポートを有効にする

サーバー構成に対して、ディレクトリ サービス サポートを有効にする方法について説明します。

プロジェクト/コンポーネント単位で電子メールによる通知を設定する

プロジェクト単位あるいはコンポーネント単位で電子メールによる通知を設定する方法について説明します。

新しいイベント ハンドラを作成する

サーバー構成で新しくイベント ハンドラを作成する方法について説明します。

暗号化レベルを設定する

サーバー構成に暗号化レベルを設定する方法について説明します。

電子メールによるサポートと電子メールによる通知を設定する

電子メールによるサポートと電子メールによる通知を有効にする方法について説明します。
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イベント ハンドラを確認または変更する
StarTeamMPX、その XML ファイル、プロパティ、値の詳細については、「StarTeamMPX Administrator’s Guide」を参照して
ください。 ここでは、サーバー構成のイベント ハンドラを確認または変更する方法について説明します。 ここでは、プロパ
ティの目的や、それに割り当てることのできる値の範囲については説明されません。 イベント ハンドラ タブを使用すると、
StarTeamMPXTransmitter.XML ファイルを簡単に編集することができます。

注: サーバー実行中にのみ、この操作が可能です。

既存のイベント ハンドラを確認または変更するには：

1 サーバー管理ツールを開き、変更したいサーバー構成を選択します。

注: クライアントを使用している場合、管理できるのはリモート サーバーのみです。

2 ショートカット ペインで サーバーの構成 のショートカットをクリックするか、メイン メニューから ツール    管理    サー
バーの構成 を選択します。

サーバーの構成 ダイアログ ボックスが表示されます。

3 イベント ハンドラ タブを選択します。

4 既存のイベント ハンドラを選択します。

5 変更... をクリックします。

これにより、イベント ハンドラ プロファイルのプロパティ ダイアログ ボックスが表示され、プロパティの確認、設定の変
更、プロパティの追加、削除が可能になります。

6 設定を変更するには：

1 プロファイルのプロパティ リスト ボックスから設定を選択します。

2 変更... をクリックします。 イベント ハンドラのプロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。

3 値を変更します。

4 OK をクリックして、変更を適用し、イベント ハンドラのプロパティ ダイアログ ボックスを閉じます。

7 プロパティを追加するには：

1 追加... をクリックします。 空の イベント ハンドラのプロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。

2 適切なチェック ボックスに、プロパティ名と値を入力し、OK をクリックします。

8 プロパティを削除するには：

1 プロファイルのプロパティ リスト ボックスから設定を選択します。

2 削除 をクリックします。 現在、デフォルトのプロファイルになっているプロファイルは削除できません。

9 確認および変更が終了したら、OK をクリックします。

関連概念

各製品のドキュメントの場所
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イベント ハンドラを設定/削除する
イベント ハンドラの設定を行うにあたっては、StarTeamMPX のイベント送信プログラム Event Transmitter がサーバーと同
じコンピュータにインストールされている必要があります。 また、必要に応じて、このコンピュータまたは別のコンピュータ上
に、Message Broker をインストールできます。 Message Broker をインストールことにより、サーバー管理 ダイアログ ボック
スの イベント ハンドラ タブに Unicast On-site のイベントが表示されます。

StarTeamMPX、その XML ファイル、プロパティ、値の詳細については、「StarTeamMPX Administrator’s Guide」を参照して
ください。 ここでは、新しくイベント ハンドラを作成する方法、および削除する方法について説明します。 ここでは、プロパテ
ィの目的や、それに割り当てることのできる値の範囲については説明されません。 イベント ハンドラ タブを使用すると、
StarTeamMPXTransmitter.XML ファイルを簡単に編集することができます。

注: この操作はサーバー実行中にのみ行うことができます。

サーバーまたはクライアントにデフォルトのイベント ハンドラを割り当てるには：

1 サーバー管理ツールから、変更したいサーバー構成を選択します。

注: クライアントを使用している場合、管理できるのはリモート サーバーのみです。

2 ショートカット ペインで サーバーの構成 のショートカットをクリックするか、メイン メニューから ツール    管理    サー
バーの構成 を選択します。

サーバーの構成 ダイアログ ボックスが表示されます。

3 イベント ハンドラ タブを選択します。

4 既存のイベント ハンドラを選択します。

5 次のいずれか、または両方を実行します。

♦ サーバーのデフォルト をクリックし、選択したプロファイルをサーバーのプロファイルに設定します。 デフォルトの
サーバー プロファイルの前には、サーバー アイコンが表示されます。

♦ クライアントのデフォルト をクリックし、選択したプロファイルをクライアントのデフォルト プロファイルに設定しま
す。 デフォルトのクライアント プロファイルの前には、緑色のチェック マークが表示されます。 ユーザーがワー
クステーション上でサーバー記述を作成するとき、これがデフォルトのプロファイルになります。 ユーザーはデフ
ォルトから別の定義済みプロファイルに変更することもできます。 プロファイルがサーバーとクライアントの両方
のデフォルトである場合は、サーバー アイコンのみが表示されます。

6 OK をクリックして変更を適用します。

注: ファイル転送ではプロファイルは使用されません。 サーバーのデフォルト プロファイルを使用する Event Transmitter
と連携します。

イベント ハンドラを削除するには：

1 サーバーの構成 ダイアログ ボックスの イベント ハンドラ タブをクリックします。

2 既存のイベント ハンドラを選択します。

3 削除 をクリックします。

関連概念

各製品のドキュメントの場所
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エンドポイントを設定する
デフォルトの TCP/IP ポート（エンドポイント）は 49201 ですが、サーバー構成ごとに異なるポートを指定することができま
す。 同じコンピュータ上で複数のサーバー構成を実行する場合は、各サーバー構成のエンドポイント（ポート）は一意でな
ければなりません。 たとえば、サーバー構成 1 がエンドポイント 49201 を使用する場合は、サーバー構成 2 は、別のエン
ドポイントを使用しなければなりません。 同じエンドポイントとコンピュータ名を持つサーバー構成を同時に実行しようとする
と、最初に選択したサーバー構成だけが正常に起動されます。 残りのサーバー構成は起動したように見えますが、StarTeam
Server によって無視されます。

注: この操作は、サーバーが実行中の場合にのみ実行できます。 変更はサーバー構成を再起動すると有効になります。

エンドポイントを指定するには：

1 サーバー管理ツールを開き、変更したいサーバー構成を選択します。

注: クライアントを使用している場合、管理できるのはリモート サーバーのみです。

2 ショートカット ペインで サーバーの構成 のショートカットをクリックするか、メイン メニューから ツール    管理    サー
バーの構成 を選択します。

サーバーの構成 ダイアログ ボックスが表示されます。

3 プロトコル タブを選択します。

4 異なるポートをアクティブにするには、TCP/IP（ソケット） のテキスト ボックスにポート番号を入力します。

ポート番号の範囲は、1023 ～ 65535 までです。

5 エンドポイントをデフォルトの設定（49201）に戻すには、デフォルト をクリックします。

6 OK をクリックして変更を適用します。

注: この変更を有効にするために、サーバー構成を再起動します。

関連手順

サーバー構成のオプションを設定する

関連参照

[サーバーの構成] ダイアログ ボックスのオプション
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サーバーのセッション オプションを変更する
各サーバー構成のセッション オプションは、starteam-server-configs.xml ファイルに保存されています。 これらのオプ
ションの変更を行うには、サーバー管理ツールまたは、コマンド プロンプトから starteamserver コマンドを使用します。

サーバー構成が停止しているとき、サーバー管理ツールを使って、以下のセッション オプションが変更できます。 これらの
変更は、次回サーバー構成を起動したときに有効になります。 また、ツールバーの 設定を指定して起動... ボタンを使用し
て、特定の構成オプションを変更することもできます。

♦ サーバー構成名

♦ ログ ファイルのパス

♦ データベース接続情報（DSN 名、ユーザー名、およびパスワード）

サーバー構成のセッション オプションを変更するには：

1 サーバー管理ツールを開き、変更したいサーバー構成を選択します。

注: StarTeam Server がインストールされているコンピュータでサーバー管理ツールにアクセスできる必
要があります。

2 サーバー構成が実行中の場合、ツールバーの サーバーの停止 ボタンをクリックするか、メイン メニューから アクショ
ン    サーバーの停止 を選択します。

3 ツールバーの 構成プロパティ ボタンをクリックするか、メイン メニューから サーバー    構成プロパティ... を選択しま
す。

サーバー構成の プロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。

4 サーバー構成名を変更するには、構成名 テキスト ボックスに新しい名前を入力します。

5 ログ ファイルのパスを変更するには：

1 パスの変更... をクリックします。

2 サーバー ログ ファイル（Server.locale.Log）用の新しいフォルダを選択します。

3 OK をクリックします。

6 サーバー構成のデータベース、またはスキーマ ユーザーを変更するには：

1 データベース接続情報 タブを選択します。

2 ODBC データベース名 テキスト ボックスに DSN 名（データ ソース名）を入力します。

3 ユーザー名 と ユーザー パスワード テキスト ボックスに、新しいユーザー名とパスワードを入力します。 サーバ
ー構成に Oracle データベースを使用している場合、これらのテキスト ボックスの名前は、スキーマのユーザー
名 と スキーマのパスワード となります。

4 接続の検証... をクリックし、この DSN 名、ユーザー名、パスワードでデータベースに接続できることを確認しま
す。

7 OK をクリックして、プロパティ ダイアログ ボックスを閉じます。

8 サーバー構成を再起動し、変更を有効にします。
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関連手順

サーバー構成を起動または停止する

サーバー管理ツールを開く

サーバー構成のオプションを設定する
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サーバーのタイムアウト オプションを変更する
このトピックは以下の手順で構成されています。

♦ ログオン シーケンス タイムを変更する

♦ 非アクティブ時のタイムアウト時間を変更する

♦ 再接続のタイムアウト時間を変更する

ログオン シーケンス タイムを変更するには：

1 サーバー管理ツールを開き、変更したいサーバー構成を選択します。

注: クライアントを使用している場合、管理できるのはリモート サーバーのみです。

2 ショートカット ペインで サーバーの構成 のショートカットをクリックするか、メイン メニューから ツール    管理    サー
バーの構成 を選択します。

サーバーの構成 ダイアログ ボックスが表示されます。

3 全般 タブをクリックします。

4 ログオン シーケンスのタイムアウト テキスト ボックスで、ユーザーがログオンを完了しなければならない時間を秒単位
で入力します。

ログオン シーケンス タイムの上限は 5 分です。

5 OK をクリックして変更を適用します。

注: このオプションはサーバーが実行中にのみ設定可能です。

StarTeam ユーザーの非アクティブ時のタイムアウト時間を設定するには：

1 サーバー管理ツールを開き、変更したいサーバー構成を選択します。

注: クライアントを使用している場合、管理できるのはリモート サーバーのみです。

2 ショートカット ペインで サーバーの構成 のショートカットをクリックするか、メイン メニューから ツール    管理    サー
バーの構成 を選択します。

サーバーの構成 ダイアログ ボックスが表示されます。

3 全般 タブをクリックします。

4 非アクティブ時のタイムアウト のチェック ボックスをオンにします。

5 テキスト ボックスに、非アクティブ時のタイムアウト に設定する時間を分単位で入力します。 [OK] をクリックします。

6 （任意設定）非アクティブ時のタイムアウト を過ぎても、指名ユーザー（固定ライセンスを持つユーザー）をログオン状
態のままにしておきたい場合は、指名ユーザーを除外 のチェック ボックスをオンにします。

7 OK をクリックして変更を適用します。

注: これらのオプションはサーバー実行中にのみ設定可能です。

再接続のタイムアウト時間を変更するには：

1 サーバー管理ツールを開き、変更したいサーバー構成を選択します。
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注: クライアントを使用している場合、管理できるのはリモート サーバーのみです。

2 ショートカット ペインで サーバーの構成 をクリックするか、メイン メニューから ツール    管理    サーバーの構成 を
選択します。 サーバーの構成 ダイアログが表示されます。

3 全般 タブをクリックします。

4 再接続のタイムアウト のチェック ボックスをオンにします。

5 テキスト ボックスに、再接続のタイムアウトに設定する時間を分単位で入力します。 デフォルトは 30 分です。

6 OK をクリックして変更を適用します。

関連概念

サーバー タイムアウト オプション

関連手順

サーバー管理ツールを開く

サーバー構成のオプションを設定する

関連参照

[サーバーの構成] ダイアログ ボックスのオプション
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サーバーの問題を診断する
問題を診断する時間を短縮するために、サーバーをトレースしたりデバッグするツールが提供されています。 ツールを利用
すると、トレース コマンド ファイルや診断ファイル（.dmp）を作成することができます。 デフォルトでは、これらのオプションは
両方ともオフとなっています。 問題が発生した場合、これらのオプションを有効にすれば、トレース コマンド ファイルや診断
ファイルが作成され、Borland サポート担当者との確認や議論のために利用できます。

注: この操作はサーバーの実行中にしか行うことができません。

サーバー構成の診断を行うためのオプションを有効にするには：

1 サーバー管理ツールを開き、変更したいサーバー構成を選択します。

注: クライアントを使用している場合、管理できるのはリモート サーバーのみです。

2 ショートカット ペインで サーバーの構成 のショートカットをクリックするか、メイン メニューから ツール    管理    サー
バーの構成 を選択します。

サーバーの構成 ダイアログ ボックスが表示されます。

3 診断 タブを選択します。

4 Server.trc（サーバー トレース）ファイルを作成するには：

♦ 次の時間以上かかる操作をトレース のチェック ボックスをオンにします。

♦ デフォルトの時間（0 ミリ秒）以外を使いたい場合は別の数値を入力します。

デフォルトでは、このオプションはオフです。

5 診断ファイル .dmp を作成するには、以下のいずれか、または双方のチェック ボックスをオンにします。

♦ 予期しない状況（サーバー ログ エントリ：コード #8）

♦ エラー（サーバー ログ エントリ：コード #4）

デフォルトでは、これらのオプションはオフです。

6 OK をクリックして変更を適用します。

注: その他の診断ファイル タイプについては、ボーランド テクニカル サポートの者の指示のもと、指定し生成してくださ
い。

関連手順

サーバー構成のオプションを設定する

関連参照

[サーバーの構成] ダイアログ ボックスのオプション

サーバー構成問題のトラブル シューティング
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サーバーへの自動再接続を有効にする
クライアントがネットワーク接続を失った場合、ユーザーはサーバーから切断されます。 再接続のタイムアウトオプションに
より、クライアントがサーバーとの接続を再確立するまでの時間を指定します。 ユーザーがサーバーへコマンドを送ろうとし
ている場合のみ、クライアントは再接続を試みます。 再確立された接続には、以前の接続の完全なコンテキストが含まれ
ます。 クライアントが、再接続のタイムアウト で設定した時間内にサーバーとの接続を再確立できた場合は、ユーザーは
アプリケーションでの作業をそのまま継続できます。 プロジェクトを閉じて、再度ログインし、ビューの設定を再構築する必
要はありません。

注: 再接続のタイムアウト時間はサーバー構成が実行中でも変更できます。 サーバーが再起動した場合、（それまでに接
続していたクライアントに対しての）タイムアウト時間の設定は無効となります。

サーバーを再起動すると、クライアントはサーバーへの自動再接続を行うことができません。 また、
再接続のタイムアウト および 非アクティブ時のタイムアウト 双方のチェック ボックスをオンにし、非ア
クティブ時のタイムアウト 時間の方が短い場合、クライアントがサーバーへの再接続を確立する前に
ユーザーはログオフされてしまうこともあります。

再接続のタイムアウトを変更するには：

1 サーバー管理ツールを開き、変更したいサーバー構成を選択します。

注: クライアントを使用している場合、管理できるのはリモート サーバーのみです。

2 ショートカット ペインで サーバーの構成 のショートカットをクリックするか、メイン メニューから ツール    管理    サー
バーの構成 を選択します。

サーバーの構成 ダイアログ ボックスが表示されます。

3 全般 タブをクリックします。

4 再接続のタイムアウト のチェック ボックスをオンにします。

5 テキスト ボックスに、再接続のタイムアウト に設定する時間を分単位で入力します。 デフォルトは 30 分です。

6 OK をクリックして変更を適用します。

関連手順

サーバー構成のオプションを設定する

サーバーのタイムアウト オプションを変更する

関連参照

[サーバーの構成] ダイアログ ボックスのオプション
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サーバー統計情報を監視する
StarTeam Server にはサーバー統計情報を管理するための HTML レポートがあります。 このレポートではメモリ使用状
況、現在実行されているコマンド、ロックについての統計情報などを追跡します。 デフォルトでは、レポートは、StarTeam
Server のインストール フォルダの Diagnostics\ServerStatisticsMonitoring に保存されます。

サーバー統計情報の監視を有効にするには：

1 サーバー管理ツールを開き、変更したいサーバー構成を選択します。

注: クライアントを使用している場合、管理できるのはリモート サーバーのみです。

2 ショートカット ペインで サーバーの構成 のショートカットをクリックするか、メイン メニューから ツール    管理    サー
バーの構成 を選択します。

サーバーの構成 ダイアログ ボックスが表示されます。

3 診断 タブを選択します。

4 統計情報モニタリングを有効にする 記録する間隔 _ 分 のチェック ボックスをオンにして、統計情報を記録する間隔を
指定します。

デフォルトでは、このオプションはオフです。

5 OK をクリックして変更を適用します。

6 メイン メニューから アクション    統計情報の監視 を選択します。 使用している Web ブラウザが開き、サーバー統計
情報を含む HTML レポートが表示されます。

注: 診断 タブで利用可能な他の診断ファイル タイプは、ボーランドの技術担当者の指示により作成し、指定する必要があ
ります。

関連手順

サーバー構成のオプションを設定する

関連参照

[サーバーの構成] ダイアログ ボックスのオプション
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ディレクトリ サービス サポートを有効にする
StarTeam は Microsoft Active Directory によるパスワード認証ができます。 Active Directory サービスは、Microsoft
Windows Server 2003 に含まれています。

ディレクトリ サービスによるサポートを有効にするには：

1 サーバー管理ツールを開き、変更したいサーバー構成を選択します。

注: クライアントを使用している場合、管理できるのはリモート サーバーのみです。

2 ショートカット ペインで サーバーの構成 のショートカットをクリックするか、メイン メニューから ツール    管理    サー
バーの構成 を選択します。

サーバーの構成 ダイアログ ボックスが表示されます。

3 ディレクトリ サービス タブを選択します。

4 ディレクトリ サービスによるサポートを有効にする のチェック ボックスをオンにします。 デフォルトでは、このオプション
はオフです。

5 ディレクトリ サーバーの ホスト 名とセキュア（SSL）または非セキュア ポート 番号を入力します。 デフォルトでは、サー
バー管理ツールはポートを 636 番としています。 ディレクトリ サービスを有効にするには、ホスト名、サーバ双方を指
定する必要があります。

6 必要に応じて、セキュア ポートを使用する のチェック ボックスをオンにすることもできます。 チェック ボックスはデフォ
ルトのままオンにすることを推奨します。

7 OK をクリックします。 サーバーを再起動するように指示するメッセージが表示されます。 ディレクトリ サービスを有効
にするにはサーバーの再起動が必要です。

注: 新しいユーザーのプロパティ または ユーザーのプロパティ ダイアログ ボックスの ログオン タブで、ディレクトリ サー
ビスで検証する オプションを選択し、識別名 を入力しておかないと、そのユーザーをディレクトリ サーバーで認証する
ことはできません。

関連概念

ユーザーとグループの構成の概要

関連手順

ユーザーを設定する

サーバー構成のオプションを設定する

関連参照

[サーバーの構成] ダイアログ ボックスのオプション
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プロジェクト/コンポーネント単位で電子メールによる通知を設定する
ここでは、変更要求のコンポーネントの例を用いて、プロジェクト単位あるいはコンポーネント単位で電子メールによる通知
を設定する方法について説明します。 ここでは、電子メールのサポートおよび電子メールの通知メッセージが使用可能で
あることを前提にしています。 詳細については、このトピックの最後にある「電子メールによるサポートと電子メールによる
通知を設定する」のリンクを参照してください。

プロジェクト単位あるいはコンポーネント単位で電子メールによる通知を設定するには：

1 StarTeam Server のインストール時に作成された Notifications フォルダに移動します。 Notifications フォルダは
StarTeam Server のインストール フォルダのサブフォルダとしてインストールされています。 デフォルトでは、StarTeam
Server は C:\Program Files\Borland\StarTeam Server 2009 フォルダにインストールされます。

ヒント: Notifications フォルダに対する変更を加える前にフォルダのコピーを作成してください。 誤った
変更を行っても、このコピーによって元の状態に戻すことができます。

2 コンポーネント単位になっている *.xml ファイルを編集し、そのコンポーネント（変更要求、タスク、トピック、要件）に対
する、プロジェクト固有の通知を可能にします。 ChangeRequest.xml を開き、以下のルールを特定のプロジェクトに対
して入力してください。

<rule-list>

  <rule project=”MyProject” event=”new” template=”MyProject-cr-new-txt”/>

  <rule project=”MyProject” event=”modified” template=”MyProject-cr-modified-txt”/>

上記の例では、“MyProject” がプロジェクト名を指します。 これらのエントリは、デフォルトの <rule project="*"
event="new" template="cr-new-html"/> および <rule project="*" event="modified" template="cr-
modified-html"/> エントリよりも前になくてはなりません。

3 <template-list> タグ以下に、プロジェクトに対するテンプレート情報を入力します。 例：

<template-list>
  <template-id=”MyProject-cr-new-txt”>
    <subject>New Change Request #~~ChangeNumber~~</subject>
    <body content-type>”text/plain” template-file=”.\MyProject-cr-new.txt”/>
  </template>
  <template-id=”MyProject-cr-modified-txt”>
    <subject>Modified Change Request #~~ChangeNumber~~</subject>
    <body content-type>”text/plain” template-file=”.\MyProject-cr-modified.txt”/>
  </template>

4 変更を保存し、テンプレート ファイルを閉じます。

5 新しいテンプレート ファイルをコピーし、更新した ChangeRequest.xml ファイルをリポジトリの Notifications フォルダに
置きます。

関連概念

電子メール サポートと電子メール通知のカスタマイズ

関連手順

電子メールによるサポートと電子メールによる通知を設定する
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新しいイベント ハンドラを作成する
イベント ハンドラ タブを使用すると、StarTeamMPXTransmitter.XML ファイルを簡単に編集することができます。

注: サーバー実行中にのみ、この操作が可能です。

新規イベント ハンドラを作成するには：

1 サーバー管理ツールを開き、変更したいサーバー構成を選択します。

注: クライアントを使用している場合、管理できるのはリモート サーバーのみです。

2 ショートカット ペインで サーバーの構成 のショートカットをクリックするか、メイン メニューから ツール    管理    サー
バーの構成 を選択します。

サーバーの構成 ダイアログ ボックスが表示されます。

3 イベント ハンドラ タブを選択します。

4 既存のイベント ハンドラを選択します。

5 新規イベント ハンドラを一から作成するには：

1 追加... をクリックし、空の イベント ハンドラ プロファイルのプロパティ ダイアログ ボックスを表示します。

2 適切なテキスト ボックスに、名前と説明を入力します。

3 追加... をクリックし、空の イベント ハンドラ プロファイルのプロパティ ダイアログ ボックスを表示します。

4 テキスト ボックスにプロパティ名と値を入力します。

5 必要なプロパティをすべて追加するまで繰り返します。

6 既存のイベント ハンドラを基に新規イベント ハンドラを作成するには：

1 これから作成する新規イベント ハンドラとプロパティが類似している既存のイベント ハンドラを選択します。

2 コピー... をクリックします。 イベント ハンドラ プロファイルのプロパティ ダイアログ ボックスに、選択したイベント
ハンドラのプロパティが表示されます。

3 適切なテキスト ボックスで、名前と説明を変更します。

4 その他のプロパティを適切なものに変更します。

7 設定が完了したら、OK をクリックします。

関連概念

各製品のドキュメントの場所
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暗号化レベルを設定する
暗号化により、安全が確保されていないネットワーク回線（インターネットなど）上で、ファイルや他のプロジェクト情報を第三
者に不正に読み取られないようにします。 TCP/IP で接続される転送データに対して、サーバー構成は IP アドレスを用い
て最小限レベルの暗号化が設定できます。 特定の IP アドレスに対して、IP アドレスの範囲に対して、あるいはすべての IP
アドレスに対して、異なる暗号化の設定が可能です。 ここではこれらの方法について説明します。

暗号化レベルは、ワークステーションごとにクライアントから設定できます。 ユーザーは、基本となるサーバー構成に対して
少なくとも最低限レベルの暗号化を使用する必要があります。

注: この操作はサーバーの実行中にしか行うことができません。

IP アドレスに関係なく、転送データに対して TCP/IP の暗号化を設定するには：

1 サーバー管理ツールを開き、変更したいサーバー構成を選択します。

注: クライアントを使用している場合、管理できるのはリモート サーバーのみです。

2 ショートカット ペインで サーバーの構成 のショートカットをクリックするか、メイン メニューから ツール    管理    サー
バーの構成 を選択します。

サーバーの構成 ダイアログ ボックスが表示されます。

3 プロトコル タブを選択します。

4 TCP/IP の暗号化レベル リスト ボックスで デフォルト を選択します。

5 変更... をクリックします。

暗号化タイプの設定 ダイアログ ボックスが表示されます。

6 サーバー構成で使用したい暗号化タイプを選択します。ここでは、IP アドレスは指定しません。

7 了解 をクリックして変更を適用し、プロトコル タブに戻ります。

8 OK をクリックします。

特定のアドレスまたはアドレスの範囲に、別の暗号化レベルを設定するには：

1 サーバーの構成 ダイアログ ボックスの プロトコル タブで、追加... をクリックします。 暗号化タイプの設定 ダイアログ
ボックスが表示されます。

2 開始 IP ボックスに、先頭の IP アドレスを入力します。

3 終了 IP ボックスに、最後の IP アドレスを入力します。

4 これらのアドレスに対して、サーバー構成で使用する暗号化タイプを選択します。

5 了解 をクリックして変更を適用し、プロトコル タブに戻ります。

6 OK をクリックします。

関連手順

サーバー構成のオプションを設定する

関連参照

[サーバーの構成] ダイアログ ボックスのオプション
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電子メールによるサポートと電子メールによる通知を設定する
ここでは、電子メール サポートと電子メール通知を有効にする方法について説明します。 サーバー構成に対して電子メー
ルを有効にすると、アプリケーション内の別のユーザーにアイテムのプロパティを電子メールで送信できます。 電子メール
の受信者は、電子メールを受信するために StarTeam を実行している必要はありません。 電子メールによる通知を有効に
すると、ユーザーは、変更要求に対する責任者に割り当てられた時、自分が責任を持つ要件やタスクに変更が生じた時、
自分が受信者となっているトピックに変更が生じた時に、電子メールによる通知が受けられます。

ここでは、サーバー管理ウィンドウが開かれ、すでに変更するサーバーにログオンしていることを想定しています。 クライア
ントからこのツールを使って管理できるのは、リモートのサーバー構成のみです（カスタム インストールのみで利用可能）。

以下の手順を実行します。

♦ 電子メールによるサポートを有効化する

♦ 電子メールによる通知を有効化する

サーバー構成で電子メールによるサポートを有効化するには：

1 次のいずれかを行います。

♦ 画面左下の管理セクションから、サーバーの構成 ショートカットをクリックする。

♦ メイン メニューから ツール    管理    サーバーの構成 を選択します。

サーバーの構成 ダイアログ ボックスが表示されます。

2 全般 タブをクリックします。

3 電子メールによるサポートを有効にする のチェック ボックスをオンにします。

4 SMTP サーバー のテキスト ボックスに SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）サーバーのホスト名を入力します。

スタティックな IP アドレスだけを使用している場合、IP アドレスを使うこともできます。 StarTeam は TCP の ポート 25
番を使用する SMTP を使用します。 これはインターネットの標準的なメール転送プロトコルで、広く普及しています。

注: Windows 環境では、Exchange サーバーが SMTP サーバーとなっているのが一般的です。

5 TCP/IP エンドポイント のテキスト ボックスにエンドポイントを設定することもできます。これは SMTP サーバーがデフ
ォルト値の 25 を使用しているときに使います。

6 OK をクリックします。

サーバー構成で電子メールによる通知を有効化するには：

1 サーバーの構成 ダイアログ ボックスの 全般 タブで、電子メールによるサポートを有効にします。 手順は上記を参照
してください。

2 次のいずれかを行います。

♦ 画面左下の管理セクションから、[サーバーの構成] ショートカットをクリックする。

♦ メイン メニューから ツール    管理    サーバーの構成 を選択します。

サーバーの構成 ダイアログ ボックスが表示されます。

3 全般 タブをクリックします。

4 電子メールによる通知を有効にする のチェック ボックスをオンにします。
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関連概念

電子メール サポートと電子メール通知のカスタマイズ

関連手順

プロジェクト/コンポーネント単位で電子メールによる通知を設定する
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データ格納オプションを設定する
データ格納オプションを設定する作業手順を説明します。

このセクションの内容

Vault Verify ユーティリティを用いてファイル リビジョンを検証する

Vault Verify ユーティリティの使用方法について説明します。

アーカイブ パスを変更する

ハイブに対するアーカイブ フォルダのパスを変更する方法について説明します。

ハイブ プロパティを確認または変更する

ハイブのプロパティを確認または変更する方法について説明します。

新しいハイブを作成する

ハイブを新規作成する方法について説明します。
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Vault Verify ユーティリティを用いてファイル リビジョンを検証する
Windows の場合、Vault Verify ユーティリティはデフォルトで、C:\Program Files\Borland\StarTeam Server 2009
\VaultVerify フォルダにインストールされます。

通常、Vault Verify ユーティリティはコマンドラインから、次のとおり実行します： Vault Verify [オプション] "<サーバー
構成名>"

Vault Verify ユーティリティを実行するには：

1 サーバー管理ツールを開き、検証したいサーバー構成を停止します。

Vault Verify ユーティリティの実行中、サーバー構成を指定して実行することもできます。

注: サーバー構成の実行中は、迷走ファイルチェックおよびファイル修復オプションは無視されま
す。

2 コマンドラインで VaultVerify フォルダに移動し、次のコマンドを入力します。

VaultVerify.bat -check all -cf C:\test -path 
   "C:\Program Files\Borland\StarTeam Server 2009" “My Server Configuration”

Windows Server 2008 マシン上では、代わりに次のコマンドを入力します：

VaultVerify.bat -check all -cf C:\test –dbname <database name>  -dbuser <database user>  -dbinstance 
<instance name> -dbhost <host name>  “My Server Configuration”

ヒント: VaultVerify のコマンドで使用可能なコマンドライン オプションを表示するには、VaultVerify
フォルダに移動し、VaultVerify.bat - help と入力します。 -help の代わりに、-?、-h も使用
することができます。

関連概念

ファイル リビジョン検証のためのデータ保管庫検証
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アーカイブ パスを変更する
ハイブのアーカイブ フォルダのパスの変更は、一般にドライブが故障するなどの重大な問題が発生した場合に行われま
す。 また、十分注意して実行しなければならないうえ、予想できない結果が生じる可能性もあります。

注: 新しいアーカイブのパスを適用するには、サーバー構成を再起動する必要があります。 サーバー管理ツールは、新し
いパスを直ちに hive-index.xml ファイルに保存しますが、変更が有効になるのはサーバー構成の再起動後です。

注: リモートのサーバー構成にアクセスしている場合、またはローカルのサーバー構成がリモート サーバーとして追加され
ている場合、サーバー構成が実行中でもアーカイブ パスを更新することができます。 ローカルのサーバー構成にアク
セスする場合は、アーカイブ パスを更新する前に、まずサーバー構成を停止する必要があります。

停止しているサーバー構成のアーカイブ パスを変更するには：

1 サーバー管理ツールを開き、アーカイブ パスを変更したいサーバー構成を停止します。

2 アーカイブのフォルダを新しい場所にコピーします。

3 次の手順により、サーバー管理ツールの ハイブ マネージャ ダイアログ ボックスを開きます。

♦ ショートカット ペインで [ハイブ マネージャ] のショートカット ボタンをクリックします。

♦ メイン メニューから ツール    管理    ハイブ マネージャ を選択します。

4 アーカイブ パス のフィールドを新しいアーカイブ パスのフォルダを参照するように変更します。

5 OK をクリックして、内容を確定します。 これにより、ハイブ マネージャ ダイアログ ボックスに戻ります。

6 OK をクリックしてサーバー管理ツールのメイン ウィンドウに戻ります。

7 サーバー構成を再起動します。

注: サーバー構成に複数のハイブがあり、すぐに新しいアーカイブ フォルダに移動できない場合、ハイブのプロパティ ダイ
アログ ボックスの 新しいアーカイブを許可 のチェック ボックスをオフにします。 このチェック ボックスをオフにすると、
StarTeam は、指定するハイブのアーカイブ フォルダにアーカイブを新しく追加しなくなります。

サーバー構成実行中にアーカイブ パスを変更するには：

1 サーバー管理ツールを開き、アーカイブ パスを更新したい実行中のサーバー構成を選択します。

注: 選択するサーバー構成は、リモートのサーバー構成、あるいはローカルのサーバー構成がリモー
ト サーバーとして追加されているものでなくてはなりません。 現在、ローカルで実行しているサーバ
ー構成のハイブ プロパティは変更できません。

2 次の手順により、サーバー管理ツールの ハイブ マネージャ ダイアログ ボックスを開きます。

♦ ショートカット ペインで [ハイブ マネージャ] のショートカット ボタンをクリックします。

♦ メイン メニューから ツール    管理    ハイブ マネージャ を選択します。

3 ハイブ マネージャ ダイアログ ボックスで変更したいハイブを選択し、プロパティ をクリックします。

これにより、ハイブの新規作成 ダイアログ ボックスが開かれます。

4 ハイブのプロパティ ダイアログ ボックスで 新しいアーカイブを許可 のチェック ボックスをオフにします。

追加またはチェックインされたファイルは、他のハイブに送られます。

5 サーバー構成を再起動します。
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6 適当な時点で、以下を行います。

1 サーバー構成を停止します。

2 アーカイブのフォルダを新しい場所にコピーします。

3 ハイブのプロパティ ダイアログ ボックスの アーカイブ パス フィールドを新しい場所にします。続いて、新しいアー
カイブを許可 のチェック ボックスをオンにします。

4 サーバー構成を再起動します。

関連概念

データ保管の概要

関連手順

新しいハイブを作成する

ハイブ プロパティを確認または変更する
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ハイブ プロパティを確認または変更する
特定のハイブのプロパティを確認したり、その設定値を変更したい場合があります。 たとえば、ハイブのアーカイブ フォル
ダとキャッシュ フォルダを別の場所に移動したい場合などです。 このような場合は、ハイブ マネージャ ダイアログでハイブ
のプロパティを表示し、変更を行います。

注: リモート サーバー構成にアクセスする場合、またはローカルのサーバー構成がリモート サーバーとして追加されてい
る場合、サーバー構成が実行中でもハイブを確認したり、ハイブのプロパティを更新することができます。 ローカルの
サーバー構成にアクセスする場合、ハイブを確認したり、ハイブのプロパティを更新する前に、まずサーバー構成を停
止する必要があります。

ハイブのプロパティを表示し、その設定値を変更するには：

1 サーバー管理ツールを開き、サーバー ペイン からサーバー構成を選択します。

ログインしていない場合、サーバー管理ツールはハイブの設定前にログインを要求します。

注: ローカルのサーバー構成にアクセスする場合、以降の手順に進む前にサーバー構成を停止する必
要があります。

2 次のいずれかを行います。

♦ ショートカット ペインで [ハイブ マネージャ] ショートカット ボタンをクリックします。

♦ メイン メニューから ツール    管理    ハイブ マネージャ を選択します。

ハイブ マネージャ ダイアログ ボックスが表示されます。

3 ハイブ マネージャ ダイアログ ボックスで変更したいハイブを選択して、プロパティ をクリックします。 ハイブのプロパ
ティ ダイアログ ボックスが表示されます。

4 このダイアログで内容を確認したり、必要に応じて変更を行います。

ヒント: 名前 フィールドを除き、ハイブのプロパティ ダイアログ ボックスのフィールドはすべて変更可能
です。 これらのフィールドについてのデフォルト値や設定可能な値については、このトピックの下
にあるリンク「新しいハイブを作成する」を参照してください。

5 変更内容が正しいことを確認し、OK  をクリックして変更を適用します。

これにより、ハイブ マネージャ ダイアログ ボックスに戻ります。

6 OK をクリックしてサーバー管理ツールのメイン ウィンドウに戻ります。

注: ローカルのサーバー構成にアクセスしていた場合、この時点でサーバー構成を再起動することがで
きます。

関連概念

データ保管の概要

関連手順

新しいハイブを作成する

アーカイブ パスを変更する

256



新しいハイブを作成する
ハイブ マネージャ ダイアログ ボックスでは、ハイブを作成して利用可能な領域を増やしたり、既存のハイブ プロパティの
確認や更新ができます。

注: リモート サーバー構成にアクセスしている場合、またはローカルのサーバー構成がリモート サーバーとして追加されて
いる場合、サーバー構成が実行中でも新しくハイブを作成することができます。 ローカルのサーバー構成にアクセスす
る場合は、ハイブを新規作成する前に、まずサーバー構成を停止する必要があります。

ハイブ マネージャを使用して、新規ハイブを作成するには：

1 サーバー管理ツールを開き、サーバー ペイン からサーバー構成を選択します。

ログインしていない場合、サーバー管理ツールはハイブの設定前にログインを要求します。

注: ローカルのサーバー構成にアクセスする場合、以降の手順に進む前にサーバー構成を停止する必
要があります。

2 次のいずれかを行います。

♦ ショートカット ペインで [ハイブ マネージャ] のショートカット ボタンをクリックします。

♦ メニューから ツール    管理    ハイブ マネージャ を選択します。

ハイブ マネージャ ダイアログ ボックスが表示されます。

3 ハイブ マネージャ ダイアログ ボックスで 新規作成... をクリックします。

これにより、ハイブの新規作成 ダイアログ ボックスが開かれます。

注: ダイアログ上部には ハイブ インデックス ファイル の場所が表示されます。このファイルに
は、このサーバー構成で使われる各ハイブのプロパティが保存されています。

4 以下の各フィールドに新規ハイブに関する情報を入力します。

♦ 名前： 一意のハイブ名。 DefaultHive がデフォルト名です。

♦ アーカイブ パス：新規ハイブのアーカイブ フォルダのパス。 デフォルトのパスは、<リポジトリ パス>
\DefaultHive\Archives です。

♦ キャッシュ パス：新規ハイブのキャッシュ フォルダのパス。 デフォルトのパスは、<リポジトリ パス>\DefaultHive
\Cache です。

♦ 最大キャッシュ サイズ：キャッシュとして使用するハード ディスク領域の最大サイズ（MB）。 デフォルトは、空き
ディスク領域の 20% です。 サーバー管理ツールでは、正確なデフォルトの最大キャッシュ サイズが計算できま
す。 ただし、サーバー管理ツールを使用していても、それがサーバーと同じコンピュータ上で実行されていない
場合は、最大サイズの計算はできません。 この場合はデフォルトのサイズとして 100MB を入力してください。

♦ キャッシュ クリーンアップ間隔：キャッシュのクリーンアップ（更新）処理の間隔（秒）。 デフォルト値は 600 秒で、
60（1 分）秒から 3153600（1 年）秒の範囲で設定できます。

♦ 記憶境界しきい値：ハイブに使用するディスク領域の全ディスク領域に対する割合です。 この割合に到達する
と、StarTeam はハイブにそれ以上のアーカイブを追加しません。 デフォルトは総ディスク領域の 95% です。

ヒント: アーカイブ パスおよびキャッシュ パスには UNC 名が使用できます。

5 新しいアーカイブを許可 のチェック ボックスをオンまたはオフにしてください。 デフォルトではオンになっています。 こ
のサーバー構成用のハイブが他に存在しない場合は、このチェック ボックスをオンにする必要があります。
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注: 最初に設定したハイブの残存スペースが少なくなったという理由でハイブを追加したい場合、ハイ
ブ マネージャ を使用してそのハイブのプロパティを表示し、新しいアーカイブを許可 のチェック ボ
ックスをオフにします。 この操作により、チェックアウトのための場所を初期ハイブに残しつつ、新し
いファイルを追加できないようにすることができます。 追加されたファイルは、新しいハイブに格納
されます。

6 Cache Agent を使用し、ルート Cache Agent が同じコンピューターでサーバーとして使用されている場合は、ルート
Cache Agent のアーカイブ パス のテキスト ボックスを埋めます。 Cache Agent から見た場合のキャッシュのパスを指
定します。

たとえば、新しいハイブを作成するとき、そのアーカイブ パスを C:\ProdServer\Hives\NewHive\Archives と設定し
ます。一方で、ルート Cache Agent が、H:\ に C:\ProdServer\Hives をマップしている StarTeam Server のコンピュ
ーターで実行されているとします。 この場合、ルート Cache Agent は新しいハイブのアーカイブ パスを H:\NewHive
\Archives と見なします。従って、H:\NewHive\Archives と ルート Cache Agent のアーカイブ パス に入力するという
ことになります。

7 OK をクリックして、内容を確定します。 これにより、ハイブ マネージャ ダイアログ ボックスに戻ります。

8 OK をクリックしてサーバー管理ツールのメイン ウィンドウに戻ります。

注: ローカルのサーバー構成にアクセスしていた場合、この時点でサーバー構成を再起動することがで
きます。

関連概念

データ保管の概要

関連手順

アーカイブ パスを変更する

ハイブ プロパティを確認または変更する
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参照
ここでは、参照情報を提供します。

このセクションの内容

管理と設定

管理と設定に関する参照情報を提供します。

アクセス権と特権

このセクションでは、アクセス権と特権に関する参照情報を提供します。

259



管理と設定
管理と設定に関する参照情報を提供します。

このセクションの内容

プロジェクトの構造

サーバー上のプロジェクトの構造について説明します。

[サーバーの構成] ダイアログ ボックスのオプション

[サーバーの構成] ダイアログ ボックスの参照情報を提供します。

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

サーバー構成のデータ ファイルとログのサイズと数に関する参照情報を提供します。

初期化ファイルの参照

初期化ファイルに関する参照情報を提供します。

サーバー ログ ファイルの参照

サーバー ログ ファイルに関する参照情報を提供します。

サーバー構成のステータス アイコン

サーバー構成のステータス アイコンについて説明します。

サーバー構成問題のトラブル シューティング

サーバー構成上で診断機能を実行中に利用できるトレース ファイルとダンプ ファイルの一覧です。
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プロジェクトの構造
StarTeam Server のインスタンスは、ファイルの保存を管理します。 各 Server インスタンスは、1 つのサーバー構成を実行
します。 ここでは、Server のインスタンスによって管理されるプロジェクトの構造の概要を示します。

サーバー サーバーは、Server ソフトウェアを実行するコンピュータです。 ユーザーは、StarDisk を利用してサーバー
に接続できます。 サーバーはリポジトリを管理します。リポジトリは、ファイル リビジョンのアーカイブと、フ
ァイルの説明やリビジョン番号などファイルに関する情報を含むデータベースを保存する場所です。

プロジェクト プロジェクトは、ある目的を達成するために必要なすべてのデータをグループ化したものです。 大規模で複
雑なプロジェクトには、多くのチームメンバーが扱うさまざまなフォルダやファイルが含まれています。 1 つ
のプロジェクトは、これらのファイルやフォルダをすべて集めて体系化したものです。 1 つのプロジェクトに
は、1 つのソフトウェアプログラム、1 つの技術出版物、1 つの判例、1 つの財務予測、1 つの 建築物、1 つ
の航空機などを構成するファイルが含まれます。これらのファイルには、作業の進捗に応じてさまざまなリ
ビジョンがあります。

[ビュー] ビュー（プロジェクト ビューとも呼ばれる）は、プロジェクトの表示手段です。 ビューを利用すると、ユーザー
はプロジェクトの必要な部分のみを表示できます。プロジェクト全体を表示して混乱することがありませ
ん。 ユーザーは、仕事で使用しなければならないファイルに応じて、1 つのプロジェクトに対して複数の異
なるビューを使用したり、複数の異なるプロジェクトに対するビューを使用できます。 各プロジェクトには、ル
ート ビューが 1 つあります。ルート ビューは、プロジェクトの作成時に自動的に作成されます。 ルート ビュ
ーは、いくつかの子ビューを持ちます。各子ビューが、さらに子ビューを持つ場合もあります。 子ビューを持
つビューは、親ビューと呼ばれます。

フォルダ 各ビューには、ルート フォルダが 1 つあります。 フォルダは、任意のフォルダ階層を持つことができます。
通常、これらのフォルダにはその内容を表す名前（たとえば、Marketing Materials、Product
Documentation、Source Code など）があります。

以下の図は、これらの要素の構成と振る舞いを表しています。

サーバー レベルの階層

サーバーは任意の数のプロジェクトを管理できます。

プロジェクト レベルの階層

各プロジェクトには 1 つのルート ビューと任意の数の子ビューがあります。
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ビュー レベルの階層

ルート ビューと各子ビューには、ルート フォルダとして 1 つのアプリケーションフォルダがあります。

フォルダ レベルの階層

アプリケーション ルート フォルダは、任意の階層の子フォルダを持つことができます。 これをフォルダ階層と呼びます。
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[サーバーの構成] ダイアログ ボックスのオプション
このセクションでは、サーバーの構成 ダイアログ ボックスの参照情報を提供します。

このセクションの内容

[サーバーの構成] ダイアログ ボックス（[全般] タブ）

[サーバーの構成] ダイアログ ボックスの [全般] タブのオプションについて説明します。

[サーバーの構成] ダイアログ ボックス（[監査] タブ）

[サーバーの構成] ダイアログ ボックスの [監査] タブのオプションについて説明します。

[サーバーの構成] ダイアログ ボックス（[データベース] タブ）

[サーバーの構成] ダイアログ ボックスの [データベース] タブのオプションについて説明します。

[サーバーの構成] ダイアログ ボックス（[プロトコル] タブ）

[サーバーの構成] ダイアログ ボックスの [プロトコル] タブのオプションについて説明します。

[サーバーの構成] ダイアログ ボックス（[イベント ハンドラ] タブ）

[サーバーの構成] ダイアログ ボックスの [イベント ハンドラ] タブのオプションについて説明します。

[サーバーの構成] ダイアログ ボックス（[ディレクトリ サービス] タブ）

[サーバーの構成] ダイアログ ボックスの [ディレクトリ サービス] タブのオプションについて説明します。

[サーバーの構成] ダイアログ ボックス（[診断] タブ）

[サーバーの構成] ダイアログ ボックスの [診断] タブのオプションについて説明します。
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[サーバーの構成] ダイアログ ボックス（[全般] タブ）
ツール    管理    サーバーの構成

サーバーの構成 ダイアログ ボックスの 全般 タブでは、添付ファイルのパスの編集、サーバーのタイムアウトの設定、電子
メール サポートの有効化ができます。

アイテム 説明

[サーバー ログ] デフォルトの値は ..\Repository Path\server.log。 このフ
ィールドは変更できません。新しいサーバー構成を作成すると
きに指定したパスです。

[添付ファイルのパス] デフォルトの値は ..\Repository Path\Attachments。 このフ
ィールドは変更できます。サーバーによって作成されたパスで
す。

[ログオン シーケンスのタイムアウト] デフォルトの値は 60 秒です。 この時間内に完了しないログオ
ンは失敗になります。

[非アクティブ時のタイムアウト] デフォルトの値はオフ。 アクティブでないユーザーが自動的に
ログオフさせられるまでの時間。 クライアントの 個人用オプシ
ョン ダイアログ ボックスで、システム通知の間隔を短く設定して
いるユーザーに対しては、このオプションは適用されません。ク
ライアントとサーバーの間で自動的に通信が行われるからで
す。 また、指名ユーザーを除外 オプション（下記）を選択してい
る場合、指名したユーザーに対しては、このオプションは適用さ
れません。

非アクティブ時のタイムアウト は、常に 再接続のタイムアウト
より大きい値に設定してください。 再接続のタイムアウト と 非
アクティブ時のタイムアウト の両方が有効で、非アクティブ時の
タイムアウト が 再接続のタイムアウト より短いと、クライアント
が再接続する前にユーザーがログオフされます。

[指名ユーザーを除外] デフォルトはオフ。 指名したユーザーに対しては、非アクティブ
時のタイムアウト を過ぎても、ログオンしたままの状態にしま
す。 このオプションは、非アクティブ時のタイムアウト をオンに
して、値を入力した場合にのみ有効になります。

[再接続のタイムアウト] デフォルトの値は 30 分です。 クライアントがサーバーと再度ネ
ットワーク接続しなければらならない時間を指定します。 ユー
ザーがサーバーへコマンドを送ろうとしている場合のみ、クライ
アントは再接続を試みます。 再接続のタイムアウト時間が経過
した後は、ユーザーのセッションはサーバーから削除されま
す。 サーバーが再起動された場合は、再接続はできません。
さらに、再接続のタイムアウト と 非アクティブ時のタイムアウト
の両方が有効で、非アクティブ時のタイムアウト の方が短い場
合、クライアントが再接続する前にユーザーがログオフされるこ
とがあります。

[電子メールによるサポートを有効にする] デフォルトの値はオフ。 アプリケーションから他のユーザーに
対し、アイテムを電子メールで送信できます。電子メールの送
信は、受信者がアプリケーションを実行していなくても可能で
す。 [電子メールによる通知を有効にする] オプションを選択す
るには、この機能がオンになっていなければなりません。 電子
メール サポートを有効にするときは、ユーザーごとに電子メー
ル アドレスを入力する必要があります。

[SMTP サーバー] デフォルトはオフ。 電子メール サポートを有効にする場合に必
要です。

[TCP/IP エンドポイント] デフォルトはオフ。 電子メール サポートを有効にした場合、デ
フォルトの SMTP ポートは 25 です。
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[電子メールによる通知を有効にする] デフォルトの値はオフ。 電子メールによるサポートを有効にす
る を選択し、SMTP サーバー を有効にし、SMTP サーバーに
対する TCP/IP エンドポイント を指定した場合に、指定できま
す。 電子メールによる通知を有効にすると、チーム メンバは、
自分が変更要求の責任者になったとき、自分が責任を持つ要
求やタスクの任意のフィールドが変更されたとき、または、自分
が受信者リストに登録されているトピックの任意のフィールドが
変更されたときに、電子メールを受信します。

[すべてのプロジェクトに対して、デフォルトで拡張処理
リンクを有効にする]

ユーザーはサーバー構成上のすべてのプロジェクトに対して拡
張処理リンクの有効と無効を切り替えできます。

[新規プロジェクトに対してデフォルトで拡張処理リンク
を有効にする]

ユーザーはサーバー構成で作成された新規プロジェクトに対し
て拡張処理リンクの有効と無効を切り替えできます。

StarTeam Server 2008 より前のバージョンで作成されたサーバ
ー構成の場合、このオプションは使用できません。

関連手順

サーバーへの自動再接続を有効にする

電子メールによるサポートと電子メールによる通知を設定する

サーバー構成のオプションを設定する

関連参照

[サーバーの構成] ダイアログ ボックスのオプション
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[サーバーの構成] ダイアログ ボックス（[監査] タブ）
ツール    管理    サーバーの構成

サーバーの構成 ダイアログボックスの 監査 タブでは、監査ログの生成を有効にしたり、監査ログの完全削除ができます。

アイテム 説明

[監査の生成を有効にする] デフォルトの値はオン。 監査ログ データは、サーバー構成データベー
スに保存されます。データに必要な領域が大き過ぎる場合は、このオ
プションを無効します。

[右の日数より古い監査エントリを完全削除する] デフォルトの値はオフ。 指定した日数より古い監査エントリを自動的
に削除して、必要なログ領域の大きさを最小化します。 オプションを
有効にした場合のデフォルト値は 90 日です。 日数は変更できま
す。 監査ログを完全削除するには、サーバー構成を再起動する必要
があります。

関連参照

[サーバーの構成] ダイアログ ボックスのオプション
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[サーバーの構成] ダイアログ ボックス（[データベース] タブ）
ツール    管理    サーバーの構成

サーバーの構成 ダイアログ ボックスの データベース タブでは、サーバー構成用のデータベースのタイプと DSN を確認で
きます。

アイテム 説明

[データベースのタイプ] 変更不可。 読み取り専用。データベースのタイプを設定できるのは、サーバー構成の作成時だ
けです。

[DSN] 変更不可。 読み取り専用。DSN を設定できるのは、サーバー構成の作成時だけです。

関連手順

サーバー構成のオプションを設定する

関連参照

[サーバーの構成] ダイアログ ボックスのオプション
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[サーバーの構成] ダイアログ ボックス（[プロトコル] タブ）
ツール    管理    サーバーの構成

サーバーの構成 ダイアログ ボックスの プロトコル タブでは、サーバー構成用のデフォルトの開始エンドポイントと暗号化
レベル を設定できます。

注: エンドポイントの変更は、サーバー構成を再起動するまでは有効になりません。

アイテム 説明

[TCP/IP（ソケット）] デフォルト値は 49201。 サーバー構成の作成時に選択します。

[TCP/IP の暗号化レベル] デフォルトの設定は暗号化なし。 TCP/IP を介して転送されるデータに対する最低限の暗号
化レベルを設定します。他の暗号化レベルを追加するには、追加... ボタン、削除 ボタン、変
更... ボタンを使用します。

関連参照

[サーバーの構成] ダイアログ ボックスのオプション
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[サーバーの構成] ダイアログ ボックス（[イベント ハンドラ] タブ）
ツール    管理    サーバーの構成

サーバーの構成 ダイアログ ボックスの エベント ハンドラ タブでは、サーバーとクライアントの両方またはいずれか一方
に、デフォルトのイベント ハンドラを割り当てることができます。

アイテム 説明

[イベント ハンドラ] デフォルトの値はなし。 イベント ハンドラ プログラムを入力または選択できます。

[イベント ハンドラの説明] デフォルトの値はオン。 選択したイベント ハンドラ プログラムの説明を入力できます。

関連参照

[サーバーの構成] ダイアログ ボックスのオプション
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[サーバーの構成] ダイアログ ボックス（[ディレクトリ サービス] タブ）
ツール    管理    サーバーの構成

サーバーの構成 ダイアログ ボックスの ディレクトリ サービス タブでは、サーバー構成用のディレクトリ サービス サポート
を有効にできます。

アイテム 説明

[ディレクトリ サービスによるサポートを有効にする] デフォルトの値はオフ。 指定した Microsoft Active Directory サー
ビスを使用して、ユーザーのパスワードを検証できます。 検証する
ユーザー パスワードに対しては、新しいユーザーのプロパティ ダ
イアログまたは ユーザーのプロパティ ダイアログで、ディレクトリ
サービスで検証する オプションを選択し、そのユーザーの Microsoft
Active Directory サービスの 識別名 を入力しなければなりませ
ん。 ユーザーの設定をする前に、StasrTeam Server を再起動し
て、ディレクトリ サービスに接続できることを確認します。 サーバ
ー ログに接続情報が記録されます。たとえば、"Connected to
Active Directory Server: ldaps://host:port" というメッセージが記
録されます。ここで、"host" と "port" は、このタブで入力した値に
なります。

[ホスト] Microsoft Active Directory サービスのホスト名または IP アドレ
ス。英数字で最大 254 文字まで。 ホスト テキスト ボックスにホスト
名または IP アドレスを使用する代わりに、ドメイン名を使用するこ
ともできます。 ドメイン名を使用する場合は、そのドメイン内の任意
の場所にある Active Directory のアクティブなコピーが指定された
ポートを使用する限り、StarTeam Server はそれにアクセスできま
す。 Active Directory のコピーの 1 つがダウンした場合に備えて、
複数のコピーを実行させている会社もあります。

[ポート] デフォルトの値は 636（セキュア ポート）。 ディレクトリ サーバーの
セキュア ソケット レイヤ ポート。数値。

[セキュア ポートを使用] デフォルトの値はオン。 ポートがセキュア（デフォルト）かどうかを指
定します。

関連手順

ディレクトリ サービス サポートを有効にする

関連参照

[サーバーの構成] ダイアログ ボックスのオプション
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[サーバーの構成] ダイアログ ボックス（[診断] タブ）
ツール    管理    サーバーの構成

サーバーの構成 ダイアログ ボックスの 診断 タブでは、サーバー構成用の診断テストを有効にできます。

注: 通常、これらのオプションは、ボーランドの技術サポート担当者と一緒に問題を診断する場合に有効にします。

アイテム 説明

[次の時間以上かかる操作をトレース] デフォルトでは、この値は 0 ミリ秒です。 コマンドをトレースでき
るようにする .trc ファイルが作成されます。 トレースするコマンド
は、指定した時間（ミリ秒）以上継続しなければなりません。 0（デ
フォルト）を指定すると、すべてのコマンドがトレースされます。

[統計情報モニタリングを有効にする] [記録する間隔] サーバーがメモリ使用量、現在実行しているコマンド、ロック統計
情報などのサーバー統計情報を追跡できるようにします。

[予期しない状況] デフォルトはオフ。 アサート用（サーバー ログ エントリ：コード
#8）の診断（.dmp）ファイルが作成されます。

[エラー] デフォルトはオフ。 例外用（サーバー ログ エントリ：コード #4）の
診断（.dmp）ファイルが作成されます。

[診断ファイルのタイプ (デフォルトは 0)] このオプションはボーランドの技術サポートの指示によってのみ
使用します。 すぐ生成する... をクリックすると、診断ファイル (.dmp)
が作成され、サーバー構成のログのパスに保存されます。 この
ファイルの生成には数分かかることがあり、このファイルの作成
中、サーバーでは他の処理は行われません。

注: その他の診断ファイル タイプについては、ボーランド テクニカル サポートの者の指示のもと、指定し生成してくださ
い。

関連手順

サーバーの問題を診断する

サーバー統計情報を監視する

関連参照

[サーバーの構成] ダイアログ ボックスのオプション

サーバー構成問題のトラブル シューティング
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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
このセクションでは、サーバー構成に関連するデータベースが必要とするデータ ファイルとトランザクション ログのサイズと
数に関する参照情報を提供します。

このセクションの内容

Microsoft SQL Server/SQL Server Express のデータ ファイルとトランザクション ログのガイドライン

Microsoft SQL Server/SQL Server Express データベースのデータ ファイルとトランザクション ログについて説明
します。

Oracle のスキーマ ユーザー データ ファイルのガイドライン

Oracle スキーマ ユーザー用データ ファイルのガイドラインについて説明します。
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Microsoft SQL Server/SQL Server Express のデータ ファイルとトランザクシ
ョン ログのガイドライン
ボーランドでは、データ ファイルとトランザクション ログに関して、ユーザー数に基づく以下のガイドラインを提案していま
す。 環境によっては、表中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 ログ ファイル数 各ログ ファイルのサイズ

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

注: 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定期的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
することをお勧めします。 大きな記憶領域を占有するオブジェクトは、別々のファイル グループに配置します。

関連手順

サーバー構成での作業

サーバー構成を作成する
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Oracle のスキーマ ユーザー データ ファイルのガイドライン
ボーランドでは、データ ファイルに関して、ユーザー数に基づく以下のガイドラインを提案しています。 環境によっては、表
中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

関連手順

サーバー構成での作業

サーバー構成を作成する
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初期化ファイルの参照
初期化ファイルに関する参照情報を提供します。

このセクションの内容

初期化ファイルの場所

初期化ファイルの場所について説明します。

ConnectionManager.ini

ConnectionManager.ini ファイルの目的について説明します。

starteam-server-configs.xml

starteam-server-configs.xml ファイルで利用できるオプションについて説明します。

starteam-client-options.xml

starteam-client-options.xml ファイルの目的について説明します。
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初期化ファイルの場所
初期化ファイルは、Windows プラットフォームごとに異なる場所に保存されています。 NT では、pathPrefix は C:\winnt
\Profiles です。 Windows 2000、XP、および 2003 では、pathPrefix は C:\Documents and Settings になります。

♦ ClientLicenses.st の完全パスは、\All Users\Application Data\Borland\StarTeam\ClientLicenses.st です。 このファ
イルは、StarTeam Runtime とアプリケーションのクライアントによってインストールされます。 ClientLicenses.st ファイ
ルが見つからない場合は、製品の登録を求められます。

♦ ConnectionManager.ini（アプリケーションの起動用）の完全パスは、\All Users\Application Data\Borland\StarTeam
\ConnectionManager.ini です。 このファイルは、StarTeam Runtime とアプリケーションのクライアントによってインスト
ールされます。 ConnectionManager.ini ファイルが見つからないか破損している場合には、作成し直すかどうかアプリ
ケーションから確認されます。 ConnectionManager.ini ファイルが見つからない場合、再インストールによって作成し
直すこともできます。

♦ starteam-servers.xml ファイルには、作成した（または作成する）サーバー記述に対応するサーバー構成が一覧され
ています。 これらの記述はプロジェクトのオープン時や作成時に使用されます。 このファイルのパスは \user\Application
Data\Borland\StarTeam\starteam-servers.xml で、StarTeam Runtime およびアプリケーションのクライアントにより
インストールされます。

♦ サーバーの starteam-server-configs.xml ファイルはサーバー セッション情報に使用されるもので、その完全パスは
Server InstallationFolder\starteam-server-configs.xml です。

♦ starteam-client-options.xml ファイルの完全パスは、pathPrefix\user\Application Data\Borland\StarTeam
\starteam-client-options.xml です。 このファイルは StarTeam Runtime とアプリケーションのクライアントによってイ
ンストールされます。 starteam-client-options.xml ファイルには、個人用オプションの設定とアプリケーションで設定
した代替作業フォルダ（もしあれば）が記述されています。 このファイルは、バックアップしておくかバージョン管理下
に置いたほうがよいでしょう。 starteam-client-options.xml ファイルが見つからない場合、アプリケーションにより自動
的に再作成されます。 ただし、作成し直されたファイルには個人用オプションのデフォルト設定だけが記述されてお
り、代替作業フォルダの情報は含まれていません。 starteam-client-options.xml ファイルが破損している場合には、
削除することができますが、編集できる可能性もあります。 starteam-client-options.xml ファイルが見つからないか
破損していると判断できるのは、以下の場合です。個人用オプションを変更しても、アプリケーションを再起動すると
変更内容が失われる。ファイルをチェックアウトしてもそれらのファイルが変更されない（間違った作業フォルダにコピ
ーされたため）。古いファイルが見つからないとアプリケーションから通知され、新しいファイルが表示されない（ファイ
ルを探している場所が間違っているため）。

関連参照

初期化ファイルの参照
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ConnectionManager.ini
ConnectionManager.ini ファイルには、クライアントが動作する上で必要な情報が記述されています。 このファイルはアプリ
ケーションのインストール時に作成されます。 以下は ConnectionManager.ini ファイルの例です。 実際の
ConnectionManager.ini ファイルでは、"x" の代わりに 16 進数が記載されます。

[ConnectionManager]
WorkstationID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

関連参照

starteam-server-configs.xml

starteam-client-options.xml

278



starteam-server-configs.xml
starteam-server-configs.xml ファイルには、1 つまたは複数のサーバー構成のセッション オプションが記述されていま
す。 サーバー セッション オプションでは、サーバーによるサーバー構成の起動に必要な必須情報を指定します。 コンピュ
ータごとに starteam-server-configs.xml ファイルが 1 つ、サーバー アプリケーションと同じフォルダに存在します。 Windows
プラットフォームでは、このファイルは通常 C:\Program Files\Borland\StarTeam Server 内にあります。

各サーバー構成のセッション オプション情報では、構成名の後に一連のオプションおよびそれらの設定が記述されていま
す。 このファイルは、最初のサーバー構成の作成時にサーバーにより作成され、その後、維持管理されます。 このファイル
は、サーバー構成の作成、変更、削除、起動、停止のたびに更新されます。 このファイルを直接編集しないでください。 ボ
ーランドでは、starteam-server-configs.xml ファイルをバックアップしておくかバージョン管理下に置くことをお勧めしま
す。

このファイルには以下の情報が記述されます。

♦ CipherName： StarTeam Server 5.3 より前のバージョンで作成されるサーバー構成では、CipherName は、サーバー
構成の作成時にコマンドラインで指定された暗号化の名前になります。 内部で使用するためのもの。 このオプション
を編集しないでください。

♦ CipherSource： 内部的のみに使用されます。 このオプションを編集しないでください。

♦ CipherTest： 内部的のみに使用されます。 このオプションを編集しないでください。

♦ ComputerName： ComputerName はサーバーが稼働するコンピュータを指定します。 このオプションはサーバーにより
設定されます。 このオプションを編集しないでください。

♦ CreatedByBuild ： サーバー構成が Native I 形式のアーカイブ ファイルを持てないことを示します。 StarTeam Server
2005 以降のリリースで作成されたサーバー構成でのみ使用されます。

♦ DBCreated： DBCreated は、アプリケーションで使用されるデータベーステーブルが作成済みかどうかを示します。 こ
のオプションを編集しないでください。

♦ DBServerName： データベースはすべて ODBC でアクセスされるため、これはそのデータベースの DSN 名になりま
す。 リリース 5.1 および 5.2 では、$ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora に保存されている Oracle ネット サ
ービス名を使って Oracle データベースにアクセスしていました。 Windows 版 StarTeam Server 5.3 以降では、この方
式は廃止されました。 この情報は、starteamserver コマンドで -dsn オプションを使用して設定します。 DSN は、コ
マンドラインで -view および -edit オプションを使用するか、アプリケーションのサーバー管理ツールの [StarTeam
Server の構成] ダイアログの [データベース] タブを開いて確認することができます。 変更内容は、次回にサーバー
構成を起動したときに有効になります。

♦ DBType： データベースの種類を指定する値として、以下のいずれかを使用します。 この情報は、starteamserver コ
マンドで -t オプションを使用して設定します。 データベースのタイプは、サーバー構成の新規作成時にのみ指定す
ることができます。 既存のサーバー構成については、この情報を変更することはできません。 2 = Microsoft SQL
Server または SSE または 3 = Oracle。 データベースのタイプは、コマンドラインで -view オプションを使用するか、
アプリケーションのサーバー管理ツールの [StarTeam Server の構成] ダイアログの [データベース] タブを開いて確
認することができます。

♦ DBUserName と DBPassword： DBUserName と DBPassword は、アプリケーションでサーバー構成データベースへのア
クセスに使用されるユーザー名とパスワードです。 この情報は、starteamserver コマンドで -u オプション（ユーザー
名の場合）や -p オプション（パスワードの場合）を使用して設定します。

♦ DiagCommandTraceCutoffSize： このオプションを追加すると、トレース ファイルのカットオフ サイズを指定できま
す。 たとえば、<option name=”DiagCommandTraceCutoffSize” value=”5000000”/> によって、トレース ファイ
ルのサイズは 5000000 バイトに制限されます。

♦ Initialized： Initialized は、このサーバー構成が初期化されたかどうかを示します。 このオプションは StarTeam
Server により維持管理されます。 このオプションを編集しないでください。

♦ ItemCacheMemoryLimit： アイテム データをキャッシュするために使用される最大メモリ使用量を MB で定義しま
す。 デフォルト値は -1 で、制限が設定されていないことを示します。サーバーはデータをキャッシュするためにサー
バー プロセスで利用可能な最大メモリ使用量まで使用します。 例： 構成ファイルに <option
name="ItemCacheMemoryLimit" value="100"/> を追加すると、キャッシュの上限は 100 MB に設定されます。
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♦ 次の 6 つのパラメータは、サーバー データ キャッシュにおける、各名前の示すコンポーネント データのプリファレン
スを定義します。 ItemCachePriority_Folder に対して、DefaultValues = 0 です。 その他のコンポーネントに対し
ては、DefaultValues = 100 です。 各コンポーネントは、その「共有」率以上の割合で占有されることはありません。
この割合は、次のファイル コンポーネントの例で示されているように計算されます： FileShare% = (100 *
ItemCachePriority_File ) / (ItemCachePriority_File + ItemCachePriority_Change +
ItemCachePriority_Requirement + ItemCachePriority_Task + ItemCachePriority_Topic +
ItemCachePriority_Folder )。 その他のコンポーネントに対しては、DefaultValues = 100 です。

♦ ItemCachePriority_File

♦ ItemCachePriority_Change

♦ ItemCachePriority_Requirement

♦ ItemCachePriority_Task

♦ ItemCachePriority_Topic

♦ ItemCachePriority_Folder

♦ \ListenIP： このオプションは、サーバー構成を特定の TCP/IP（ソケット）アドレスにバインドするためのものです。
たとえば、サーバーで複数の IP アドレス（複数の NIC カード）を使用できる場合、特定の 1 つのポートをリスンするよ
うサーバーをコンフィグレーションすることができます。 このオプションが 0 （デフォルト）に設定されていると、サーバ
ー構成は指定されたポートですべての IP アドレスをリスンします ポートは、プロトコル タブ（サーバー管理ツールの
StarTeam Server の構成 ツールの）で指定します。

♦ LogPath： サーバー ログ ファイルの場所を指定します。

♦ MaxCommandThreads： このオプションは、サーバー構成で作成できるコマンド スレッド数の上限を指定します。 コマン
ドスレッド数の上限はデフォルトで 16 です （このオプションを 0 に設定すると、サーバー構成ではデフォルト値が使
用されることになります）。 MaxCommandThreads は、starteam-server-configs.xml の編集により変更することがで
きます。 ただし、このオプションの変更は StarTeam の販売代理店による指示がある場合にのみ行うことをお勧めし
ます。

♦ MinCommandThreads： このオプションは、サーバー構成で作成できるコマンド スレッド数の下限を指定します。 サー
バー構成を開始する時および実行中に、最低この数のコマンド スレッドがなければなりません。 コマンドスレッド数の
下限はデフォルトで 4 です （このオプションを 0 に設定すると、サーバー構成ではデフォルト値が使用されることにな
ります）。 MinCommandThreads は、starteam-server-configs.xml の編集により変更することができます。 ただし、
このオプションの変更は StarTeam の販売代理店による指示がある場合にのみ行うことをお勧めします。

♦ PID： PID は、サーバー構成が現在実行中の場合、そのインスタンスの Process ID を表します。 それ以外では、この
オプションは 0 に設定されます。 このオプションは StarTeam Server により維持管理されます。 このオプションを編
集しないでください。 このオプションがなければ、starteamserver により作成されます。

♦ RepositoryPath： RepositoryPath はリポジトリフォルダの完全パスを表します。 この情報は、starteamserver コ
マンドで、-r オプションを使用して設定します。 リポジトリ パスは、サーバー構成の新規作成時にのみ指定すること
ができます。 既存のサーバー構成については、この情報を変更することはできません。

♦ Sample： StarTeam のサンプル サーバー構成（StarDraw）を指します。 内部的のみに使用されます。 このオプション
を編集しないでください。

♦ ServerGuid： ServerGuid は、サーバーにより設定される値です。 このオプションを編集しないでください。

♦ UseAsyncIO： マイクロソフトは、拡張可能なサーバー アプリケーションでは 非同期 I/O を使用してコマンド操作のパ
フォーマンスを向上させることを勧めています。 非同期 I/O はデフォルトで内部的に有効になっています。 例： 構成
ファイルに <option name="UseAsyncIO" value="0"/> を追加すると、非同期 I/O が無効になります。

♦ UserName： UserName は、当該サーバー構成を作成したユーザーの（ドメイン）ユーザー名を表します。 このオプショ
ンはサーバーにより設定されます。 このオプションを編集しないでください。

♦ ServiceMode： ServiceMode は Windows NT システムでのみ使用されます。 サーバー構成を NT サービスとして実
行する場合は、1 を指定します。 また、サーバー構成をアプリケーションとして実行する場合は、0  を指定します。
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♦ Status： Status は、このサーバー構成が Ready（準備完了）、Starting（起動中）、Running（実行中）、Stopping（停止
中）のどのステータスにあるかを示します。 このオプションは StarTeam Server により維持管理されます。 このオプ
ションを編集しないでください。 このオプションがなければ、starteamserver により作成されます。

関連参照

ConnectionManager.ini

starteam-client-options.xml
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starteam-client-options.xml
starteam-client-options.xml ファイルには、[個人用オプション] ダイアログで設定できるオプションごとに 1 行ずつ情報が
記述されています。なお、このダイアログにアクセスするには、StarTeam クライアントのメニューから ツール    個人用オプ
ション... を選択してください。 starteam-client-options.xml ファイルに記述されるオプション名の大半は、このダイアログに
用意されているオプションの名前にちょうど対応します。 このダイアログ上でチェック ボックスとして表示されているオプショ
ンは、選択時には 1 に、選択解除時には 0 に、それぞれ設定されます。 時間間隔に関するオプションは、オプションに応
じて分単位か秒単位で設定されます。 パスはテキストで表されます。 テキストでは引用符は使用されません。

たとえば、「Project Component」の情報には、ワークステーションからアクセスされるプロジェクトの代替作業フォルダのパ
スが記述されます。 starteam-client-options.xml ファイルに記述されるこのコンポーネントのエントリは、以下の要素から構
成されています。

♦ 「Project Component」という語句

♦ ViewWorkingFolderOverrides（代替作業フォルダがビュー全体に適用される場合）または WorkingFolderOverrides（代
替作業フォルダが個々のフォルダに適用される場合）

♦ プロジェクトのビューおよびフォルダの識別番号を 16 進数で表したもの

♦ 代替作業フォルダのパス

関連参照

starteam-server-configs.xml

ConnectionManager.ini
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サーバー ログ ファイルの参照
サーバー ログ ファイルに関する参照情報を提供します。

このセクションの内容

サーバー ログ

サーバー ログ ファイルに見つかる内容について説明します（Server.locale.log）。

サーバー ログのエラー コード

サーバー ログのエラー コードについて説明します。

セキュリティ イベント タイプ

セキュリティ イベント ログに見つかるセキュリティ イベント タイプについて説明します。

StarTeam.log

StarTeam.log の目的について説明します。

DbConvert.<local>.log

DbConvert.<local>.log ファイルの目的とその内容について説明します。
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サーバー ログ
サーバー ログ ファイル（Server.locale.Log）では、DBMS バージョンおよびビルド番号が指定され、1 つのサーバー構成で
行われるアクティビティが記録されます。 サーバー構成を起動するたびに、サーバーでは既存のログ ファイルの名前を変
更し、現在のサーバー構成セッション用のログ ファイルを新規に作成します。 前回起動時に作成されたログ ファイルの名
前は変更され、その変更日時が名前に付加されます（Server.locale.date.Log）。 たとえば、2005 年 11 月 9 日の午後 5 時
22 分にサーバー構成を起動した場合、前回の Server.locale.Log ファイルの名前は Server.en-US.2005-11-09-17-22-59.Log
に変更され、11/9/2005 17:23:03 といったタイム スタンプの新しい Server.locale.Log ファイルが作成されます。

サーバーの稼働するオペレーティング システムで指定されているロケールが米国英語（en-US）でない場合、サーバー ロ
グ ファイルは、米国英語用のものと指定ロケール用のものが 1 つずつ合計 2 つ存在することになります。 たとえば、
Server.en-US.Log と Server.fr-FR.Log が両方とも存在することもあるでしょう。 前者はサポート用のもので、後者が実際に
使用されるものです。

ログの形式指定は、行番号、コード、日時、およびメッセージから成ります。 コード番号は、重要度の任意の順序ではあり
ません。
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サーバー ログのエラー コード
ログの形式指定は、行番号、コード、日時、およびメッセージから成ります。 コード番号は、重要度の任意の順序ではあり
ません。

Line #        Code          Date          Time           Error Message
-------------------------------------------------------------------------
45     00000001     2009-05-19       05:05:08          Message
46        00000002     2009-05-19       05:05:10          Warning
47        00000004     2009-05-19       05:05:12          Error
48        00000008     2009-05-19       05:05:14          Unexpected Condition

関連参照

サーバー ログ ファイルの参照
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セキュリティ イベント タイプ
サーバー構成に対するアクセス権があれば、いつでもそのサーバー構成のセキュリティ イベント ログを確認することがで
きます。 セキュリティ イベント ログは、データがアプリケーション データベースに格納されているため、通常の .Log ファイ
ルではありません。 この操作は、サーバーの実行中にしか実行できません。

イベント タイプ 説明

アイテム所有者の追加 ユーザーがフォルダまたはアイテムを作成したことを示します。

ユーザー/グループの追加 ユーザーまたはグループがサーバー構成に追加されたことを示
します。

コンテナ アクセス権の追加/編集 別のオブジェクトに含まれているグループに対する、アクセス権
が追加または変更されたことを示します。 たとえば、[プロジェク
ト｜アクセス権...] を選択し、プロジェクトにおけるすべての変更
要求のアクセス権を変更した場合、そのイベントはこのカテゴリ
に当てはまります。

アイテム アクセス権の追加/編集 特定のオブジェクトに対するアクセス権が追加または変更され
たことを示します。 たとえば、プロジェクトのアクセス権を変更し
た場合、そのイベントはこのカテゴリに当てはまります。

ユーザーの変更 誰かがレプリケーション処理の一環としてユーザー名を変更した
ことを示します。 このイベントは、Notification Agent などの特別
なクライアントで操作が実行される際に発生することがありま
す。

コンテナ アクセス権の削除 アクセス権がコンテナ レベルで削除されたことを示します。

アイテム アクセス権の削除 アクセス権がアイテム レベルで削除されたことを示します。

ユーザー/グループの削除 ユーザーまたはグループが削除されたことを示します。

ユーザー/グループの編集 ユーザーまたはグループのプロパティが何らかの方法で変更さ
れたことを示します。

ユーザー/ログオフを強制 ユーザーがサーバー構成から強制的にログオフされたことを示
します。

アイテム アクセスチェック ユーザーが特定のアイテムにアクセスできるかどうかを確認す
るためにアクセス権が調べられたことを示します。

ログオフ ユーザーがサーバー構成をログオフしたことを示します。

ログオン ユーザーがサーバー構成をログオンしたことを示します。

ログオン試行：アカウントロックアウト ユーザーがログオンしようとし、アカウントがロックされたことを
示します。

ログオン試行：パスワードの有効期限切れ ユーザーがログオンしようとし、パスワードの期限が切れていた
ことを示します。

ログオン試行：指定されたログオン名は存在しません。 存在しないユーザー名でユーザーがログオンしようとしたことを
示します。

ログオン試行：アクセス時間の制限 ユーザーがアクセスを許可されていないときにログオンしようと
したことを示します。

ログオン試行：一時停止されたアカウント ユーザーがログオンしようとし、アカウントが停止されたことを示
します。

ログオン失敗 ログオン処理で不正なパスワードが使用されたことを示します。

ポリシー変更 システム ポリシーが変更されたことを示します。

ユーザー ステータスの変更 管理者がユーザー アカウントの停止、再開、ロック、ロック解
除、またはパスワード変更要求を行ったことを示します。

関連概念

セキュリティ ログ
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StarTeam.log
StarTeam.log ファイルには、セッション中にユーザーの Client のワークステーションで行われた操作が記録されます。 これ
は、サーバー構成のセッション中に発生したエラーやサーバーとワークステーションの間で実行された操作の失敗をトラブ
ルシューティングしたり文書化する上で役に立ちます。 このファイルには、プロジェクトのオープン時や操作時にワークステ
ーションからサーバー構成に送信されたコマンド、ワークステーションでローカルに実行されたコマンド、アプリケーションの
使用中に発行されたエラー メッセージ、StarTeamMPX で実行されたイベントなどが記載可能です。 クライアントを起動す
るたびに、個人用オプションで指定したフォルダに StarTeam.log ファイルが自動的に作成されます。 大半のシステムで
は、StarTeam.log ファイルのデフォルトの格納場所は C:\Documents and Settings\<user-name>\Application Data\Borland
\StarTeam になります。 このフォルダに StarTeam.log ファイルがすでに存在する場合、その既存ファイルの名前はアプリ
ケーションにより変更され、その変更日時が名前に付加されます。 たとえば、2005 年 11 月 9 日午前 10 時 35 分に
StarTeam.log ファイルを作成する場合、古い StarTeam.log ファイルの名前が StarTeam-09-Nov-05-10-35-18.Log に変更
され、新しい StarTeam.log ファイルが作成されます。

アプリケーションではクライアントを起動するたびに新しい StarTeam.log ファイルが作成されるので、ログ フォルダはすぐに
いっぱいになるおそれがあります。 フォルダに保存されるログ ファイルの数を抑えるには、古いログ ファイルを出力フォル
ダから定期的に削除するか、StarTeam ログオプションを無効にすることができます。 このオプションを無効にするには、[個
人用オプション] ダイアログの [ワークスペース] タブの [エラーをログに記録] および [次の時間以上かかる操作とイベント
をログに記録] チェック ボックスのチェックを外します。 StarTeam.log ファイルを表示するには、メニュー バーから ツール
 StarTeam ログ... を選択します。 また、タブ区切りフィールドをサポートしている任意のアプリケーションを使って、StarTeam.log

ファイルからデータをインポートして表示することもできます。 たとえば、.csv 拡張子を付けてファイルを保存すれば、それ
を Microsoft Excel で開くことができます。

[個人用オプション] ダイアログの [ワークスペース] タブでは、StarTeam.log ファイルの場所とそこに記録されるデータのタ
イプを指定することができます。

関連参照

サーバー ログ ファイルの参照
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DbConvert.<local>.log
このログは、データベース移行の進行状況を記録します。 移行とは、新しいデータベース（移行先データベース）を作成し、
そこに既存データベース（移行元データベース）からデータをコピーする処理のことです。

DbConvert.log は 2 つの部分から構成されます（新しく移行を開始した場合）。

♦ 移行先データベースに関して新しい構成を起動した結果のサーバー ログ。 サーバー ログの部分は、新しい構成に
ついて通常のサーバー起動/停止を行った場合のログと変わりません。

♦ 移行元データベースを移行先データベースに移行した結果の移行ログ。 移行ログ自体は、***** Server shutdown
complete *****の行の後から始まります。 移行元の構成名と移行先の構成名が、Started database conversion:
configuration "Test" to configuration "TestMigrated"..." のように記録されます。 移行元データベースか
ら移行先データベースにテーブルのデータをコピーするときに、"<tablename> migrated successfully” のよう
に、すべてのテーブルが列挙されます。 最後に移行元の構成を無効にし、移行先の構成を有効にします。 ログに
は、Source config successfully disabled、Target config successfully enabled のように出力されます。 ロ
グは Migration completed successfully. という文で終わります。

移行を停止して後でやり直すと、DbConvert.log にサーバー ログの部分が含まれないことがあります。最初に移行を実行し
たときに移行先データベースが既に作成されている場合です。 この場合のログの例を以下に示します。

1         00000001  2009-03-29 11:08:28  Microsoft Windows Server 2003 family Service Pack 2 (Build 3790) 
2         00000001  2009-03-29 11:08:28  DSN: NewORA10R2_Hamachi, ODBC driver version: Oracle in OraDb10g_home1 
10.02.0004
3         00000001  2009-03-29 11:08:29  Started database conversion: configuration "newsql" to configuration 
"NewORA10R2_Hamachi"...
4         00000001  2009-03-29 11:08:30  Catalog Tables converted successfully
5         00000001  2009-03-29 11:08:38  Catalog Fields converted successfully
6         00000001  2009-03-29 11:08:54  Catalog table converted successfully
7         00000001  2009-03-29 11:08:54  Catalog table converted successfully
8         00000001  2009-03-29 11:08:54  Catalog table converted successfully
9         00000001  2009-03-29 11:08:56  Microsoft Windows Server 2003 family Service Pack 2 (Build 3790) 
10        00000001  2009-03-29 11:08:56  DSN: NewORA10R2_Hamachi, ODBC driver version: Oracle in OraDb10g_home1 
10.02.0004
11        00000001  2009-03-29 11:08:57  ServerSettings migrated successfully
12        00000001  2009-03-29 11:08:57  CommProtocol migrated successfully
13        00000001  2009-03-29 11:08:57  IPRangeObject migrated successfully
14        00000001  2009-03-29 11:08:57  User migrated successfully
15        00000001  2009-03-29 11:08:57  Group migrated successfully
16        00000001  2009-03-29 11:08:58  GroupMembers migrated successfully
17        00000001  2009-03-29 11:08:58  AccessControlData migrated successfully
18        00000001  2009-03-29 11:08:58  SystemPolicyObject2 migrated successfully
19        00000001  2009-03-29 11:08:58  ObjectSecurityLog migrated successfully
20        00000001  2009-03-29 11:08:58  ProfileType migrated successfully
21        00000001  2009-03-29 11:08:58  ProfileData migrated successfully
22        00000001  2009-03-29 11:08:58  Merge migrated successfully
23        00000001  2009-03-29 11:08:58  Project migrated successfully
24        00000001  2009-03-29 11:08:58  View migrated successfully
25        00000001  2009-03-29 11:08:58  Folder migrated successfully
26        00000001  2009-03-29 11:08:58  Folder_QNodes migrated successfully
27        00000001  2009-03-29 11:08:58  Folder_QParts migrated successfully
28        00000001  2009-03-29 11:08:58  Folder_Queries2 migrated successfully
29        00000001  2009-03-29 11:08:58  Folder_Filters2 migrated successfully
30        00000001  2009-03-29 11:08:59  Folder_FColumns migrated successfully
31        00000001  2009-03-29 11:08:59  ViewMember migrated successfully
32        00000001  2009-03-29 11:08:59  ConfigLabel migrated successfully
33        00000001  2009-03-29 11:08:59  ConfigLabelEntry migrated successfully
34        00000001  2009-03-29 11:09:00  Link migrated successfully
35        00000001  2009-03-29 11:09:00  LinkPin migrated successfully
36        00000001  2009-03-29 11:09:01  PromotionDefinition migrated successfully
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37        00000001  2009-03-29 11:09:01  PromotionModel migrated successfully
38        00000001  2009-03-29 11:09:01  PromotionState migrated successfully
39        00000001  2009-03-29 11:09:01  PromotionStatus migrated successfully
40        00000001  2009-03-29 11:09:01  ItemLock migrated successfully
41        00000001  2009-03-29 11:09:01  File migrated successfully
42        00000001  2009-03-29 11:09:01  Files_BookmarkObjects migrated successfully
43        00000001  2009-03-29 11:09:01  Files_QNodes migrated successfully
44        00000001  2009-03-29 11:09:01  Files_QParts migrated successfully
45        00000001  2009-03-29 11:09:02  Files_Queries2 migrated successfully
46        00000001  2009-03-29 11:09:02  Files_Filters2 migrated successfully
47        00000001  2009-03-29 11:09:02  Files_FColumns migrated successfully
48        00000001  2009-03-29 11:09:02  Change migrated successfully
49        00000001  2009-03-29 11:09:02  Changes_UnreadObjects migrated successfully
50        00000001  2009-03-29 11:09:02  Changes_BookmarkObjects migrated successfully
51        00000001  2009-03-29 11:09:02  Changes_Attachments migrated successfully
52        00000001  2009-03-29 11:09:03  Changes_QNodes migrated successfully
53        00000001  2009-03-29 11:09:03  Changes_QParts migrated successfully
54        00000001  2009-03-29 11:09:04  Changes_Queries2 migrated successfully
55        00000001  2009-03-29 11:09:04  Changes_Filters2 migrated successfully
56        00000001  2009-03-29 11:09:07  Changes_FColumns migrated successfully
57        00000001  2009-03-29 11:09:07  Requirement migrated successfully
58        00000001  2009-03-29 11:09:07  Requirements_Attachments migrated successfully
59        00000001  2009-03-29 11:09:07  Requirements_UnreadObjects migrated successfully
60        00000001  2009-03-29 11:09:07  Requiremen_BookmarkObjects migrated successfully
61        00000001  2009-03-29 11:09:07  Requirements_QNodes migrated successfully
62        00000001  2009-03-29 11:09:07  Requirements_QParts migrated successfully
63        00000001  2009-03-29 11:09:07  Requirements_Queries2 migrated successfully
64        00000001  2009-03-29 11:09:08  Requirements_Filters2 migrated successfully
65        00000001  2009-03-29 11:09:08  Requirements_FColumns migrated successfully
66        00000001  2009-03-29 11:09:08  Task migrated successfully
67        00000001  2009-03-29 11:09:08  WorkRecord migrated successfully
68        00000001  2009-03-29 11:09:08  Dependencies migrated successfully
69        00000001  2009-03-29 11:09:08  Tasks_UnreadObjects migrated successfully
70        00000001  2009-03-29 11:09:08  Tasks_BookmarkObjects migrated successfully
71        00000001  2009-03-29 11:09:08  Tasks_Attachments migrated successfully
72        00000001  2009-03-29 11:09:09  Tasks_QNodes migrated successfully
73        00000001  2009-03-29 11:09:09  Tasks_QParts migrated successfully
74        00000001  2009-03-29 11:09:09  Tasks_Queries2 migrated successfully
75        00000001  2009-03-29 11:09:09  Tasks_Filters2 migrated successfully
76        00000001  2009-03-29 11:09:09  Tasks_FColumns migrated successfully
77        00000001  2009-03-29 11:09:10  Topic migrated successfully
78        00000001  2009-03-29 11:09:10  Topics_Attachments migrated successfully
79        00000001  2009-03-29 11:09:10  Topics_UnreadObjects migrated successfully
80        00000001  2009-03-29 11:09:10  Topics_BookmarkObjects migrated successfully
81        00000001  2009-03-29 11:09:10  Topics_QNodes migrated successfully
82        00000001  2009-03-29 11:09:10  Topics_QParts migrated successfully
83        00000001  2009-03-29 11:09:10  Topics_Queries2 migrated successfully
84        00000001  2009-03-29 11:09:10  Topics_Filters2 migrated successfully
85        00000001  2009-03-29 11:09:11  Topics_FColumns migrated successfully
86        00000001  2009-03-29 11:09:12  Trace migrated successfully
87        00000001  2009-03-29 11:09:12  Traces_LinkValues migrated successfully
88        00000001  2009-03-29 11:09:12  Traces_UnreadObjects migrated successfully
89        00000001  2009-03-29 11:09:12  Traces_BookmarkObjects migrated successfully
90        00000001  2009-03-29 11:09:12  Traces_Attachments migrated successfully
91        00000001  2009-03-29 11:09:12  Traces_QNodes migrated successfully
92        00000001  2009-03-29 11:09:12  Traces_QParts migrated successfully
93        00000001  2009-03-29 11:09:12  Traces_Queries2 migrated successfully
94        00000001  2009-03-29 11:09:12  Traces_Filters2 migrated successfully
95        00000001  2009-03-29 11:09:12  Traces_FColumns migrated successfully
96        00000001  2009-03-29 11:09:13  Audits migrated successfully
97        00000001  2009-03-29 11:09:13  Audits_QNodes migrated successfully
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98        00000001  2009-03-29 11:09:13  Audits_QParts migrated successfully
99        00000001  2009-03-29 11:09:13  Audits_Queries2 migrated successfully
100       00000001  2009-03-29 11:09:13  Audits_Filters2 migrated successfully
101       00000001  2009-03-29 11:09:13  Audits_FColumns migrated successfully
102       00000001  2009-03-29 11:09:14  ChangePackage migrated successfully
103       00000001  2009-03-29 11:09:14  ChangePackageChange migrated successfully
104       00000001  2009-03-29 11:09:14  ChangeReference migrated successfully
105       00000001  2009-03-29 11:09:14  ChangePackag_UnreadObjects migrated successfully
106       00000001  2009-03-29 11:09:14  ChangePack_BookmarkObjects migrated successfully
107       00000001  2009-03-29 11:09:14  ChangePackages_Attachments migrated successfully
108       00000001  2009-03-29 11:09:14  ChangePackages_QNodes migrated successfully
109       00000001  2009-03-29 11:09:14  ChangePackages_QParts migrated successfully
110       00000001  2009-03-29 11:09:14  ChangePackages_Queries2 migrated successfully
111       00000001  2009-03-29 11:09:14  ChangePackages_Filters2 migrated successfully
112       00000001  2009-03-29 11:09:15  ChangePackages_FColumns migrated successfully
113       00000001  2009-03-29 11:09:15  Workstation migrated successfully
114       00000001  2009-03-29 11:09:15  Source config successfully disabled
115       00000001  2009-03-29 11:09:15  Target config successfully enabled
116       00000001  2009-03-29 11:09:15  Migration completed successfully.

関連参照

サーバー ログ ファイルの参照
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サーバー構成のステータス アイコン
サーバー管理ツールを使用する場合は、サーバー構成の左横に表示されるアイコンが、そのサーバー構成のステータスを
表します。 これらのアイコンの説明は以下のとおりです。

アイコン 説明

実行中のサーバー構成。

起動プロセス中のサーバー構成。

Windows サービスとして実行中のサーバー構成。

実行中ではないサーバー構成

実行中ではないが有効化されている新しいサーバー構成。

Windows サービスとして実行するようにセットアップされているが、実行中ではないサーバー構成。

無効化されたサーバー構成。

停止プロセス中のサーバー構成。

関連手順

サーバー構成での作業
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サーバー構成問題のトラブル シューティング
問題を診断する時間を削減するために、アプリケーションは、サーバーをトレースしたりデバッグするツールを提供していま
す。 このツールは、トレースコマンドファイルや診断（.dmp）ファイルを作成します。

トレースコマンド トレースオプションを選択すると、サーバーコマンドを記録するファイルが作成されます。 トレース
するコマンドは、指定した時間（ミリ秒）以上継続しなければなりません。 デフォルトでは、この時間
が 0 に設定されています。 ある程度長いコマンドだけを記録したい場合は、この設定を調整すれ
ば、トレース ファイルに不必要な領域を使う必要がなくなります。

1 日当たり 10 MB を越えるデータを生成するトレース ファイルは作成しないでください。 通常は、
1 日当たりに生成されるデータ量のほんの一部しか参照しません。

トレースしたデータは、 Server.trc ファイルに保存されます。このファイルは、ヘッダーと、その後
に続く任意の数のレコードで構成されます。 トレースが終わると、既存のトレース ファイルには
Server.time.trc のようにタイム スタンプが付けられます。 トレース ファイルは、 repostitoryPath
\Log\Trace フォルダに保存されます。 サーバー構成を再起動したり、トレースオプションを有効に
した場合は、新しいトレース ファイルが作成されます。

診断（.dmp）ファイル アプリケーションは、いくつかのミニダンプファイルを自動的に作成しますが、その他は、.dmp オプ
ションが有効な場合にのみ作成されます。 ミニダンプファイルは、以下のいずれかまたは両方につ
いて作成されます。

■ アサート（予期しない状況）。 サーバー ログ エントリのコード番号 8。

■ 例外（エラー、通常はアクセス違反）。 サーバー ログ エントリのコード番号 4。

ミニダンプファイルは、サーバー ログ ファイルと同じ場所に作成されます。 これらのファイルの一
般的な命名規約は、 prefix-counter-time.dmp になります。prefix はダンプのソースを表しま
す。counter は各 .dmp ファイルごとに増加する整数で、名前を一意にするために付けられます。
time は、ダンプが作成された時のサーバーのローカル時間を表します。

関連手順

サーバーの問題を診断する

関連参照

[サーバーの構成] ダイアログ ボックス（[診断] タブ）

サーバー ログ
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アクセス権と特権
このセクションでは、アクセス権と特権に関する参照情報を提供します。

このセクションの内容

グループ特権

グループに割り当てられる特権について説明します。

サーバー関連のアクセス権

サーバー関連のアクセス権について説明します。

プロジェクト アクセス権

プロジェクトの一般的なアクセス権について説明します。

ビュー アクセス権

ビューのアクセス権について説明します。

フォルダのアクセス権

フォルダに対するアクセス権について説明します。

子フォルダのアクセス権

子フォルダに対するアクセス権について説明します。

ファイルのアクセス権

ファイルのアクセス権について説明します。

アイテム関連の一般的な権利

プロジェクト、ビュー、フォルダ、およびファイルのアクセス権ダイアログ ボックスで [ファイル] ノードを選択した場
合に設定できる、アイテム関連の一般的なアクセス権について説明します。

プロモーション状態のアクセス権

プロモーション状態のアクセス権について説明します。

コンポーネントのアクセス権

コンポーネントに対するアクセス権について説明します。

コンポーネント レベルのフィルタのアクセス権

コンポーネント レベルのフィルタに対するアクセス権について説明します。

個々のフィルタのアクセス権

個々のフィルタのアクセス権について説明します。

コンポーネント レベルのクエリのアクセス権

コンポーネント レベルのクエリに対するアクセス権について説明します。

個々のクエリのアクセス権

個々のクエリのアクセス権について説明します。
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グループ特権
グループに割り当てられている特権は、そのグループのメンバに対して、特権がなければ許可されていなかったオブジェク
ト アクセスや操作の実行も許可する場合があります。 言い換えると、特権はアクセス権設定よりも優先されます。

[サーバー管理] ダイアログの [ユーザー マネージャ] を選択すると、サーバー構成には All Users、Administrators、System
Managers、Security Administrators などのいくつかのデフォルト グループが最初から作成されていることがわかります。 そ
して、Administrator という名前のデフォルト ユーザーが、Administrators グループと Security Administrators グループの
両方に属しています。 デフォルトでは、Administrators グループはすべてのグループ特権を持ちます。 また、デフォルトで
は、他のグループはグループ特権を何も持ちません。

同じグループに属するユーザーは全員、そのサーバー構成で管理されているすべてのプロジェクトに対して同じ特権を持
ちます。 グループ特権は、すべてのレベル（プロジェクト、ビュー、フォルダ、およびフォルダ内のアイテム）に対して等しく適
用されます。 複数のグループに所属しているユーザーは、どのグループにより特権が与えられているかに関係なく、すべ
てのグループから与えられる特権のうち最大の特権を得ます。

特権 グループに許可される操作

[オブジェクトとそのプロパティの表示] すべてのプロジェクト、ビュー、フォルダ、アイテム、および
そのプロパティを表示できます。 この特権は、アクセス権ダ
イアログで [オブジェクト関連の一般的な権利] の下に表示
される同様の内容のアクセス権よりも優先されます。

[オブジェクトのプロパティの変更] すべてのプロジェクト、ビュー、フォルダ、およびアイテムの
プロパティを変更できます。 この特権は、アクセス権ダイア
ログで [オブジェクト関連の一般的な権利] の下に表示され
る同様の内容のアクセス権よりも優先されます。

[オブジェクトの削除] すべてのプロジェクト、ビュー、フォルダ、およびアイテムを
削除できます。 この特権は、アクセス権ダイアログで [オブ
ジェクト関連の一般的な権利] の下に表示される同様の内
容のアクセス権よりも優先されます。

[オブジェクトの完全削除（永久に削除されます）] この特権は、現時点ではサポートされていません。

[オブジェクトのセキュリティ設定の変更] すべてのプロジェクト、ビュー、フォルダ、およびアイテムの
アクセス権を変更できます。 この特権は、アクセス権ダイア
ログで [オブジェクト関連の一般的な権利] の下に表示され
る同様の内容のアクセス権よりも優先されます。

[オブジェクトの作成とコンテナへの格納] 新しいオブジェクトを作成し、それをコンテナへ格納すること
ができます。 この特権を与えられたグループは、プロジェク
トに新しいビューを追加したり、ビューに新しいフォルダを追
加したり、フォルダに新しいフォルダや新しいアイテムを追
加したりできます。 この特権は、アクセス権ダイアログで
[オブジェクト関連の一般的な権利] の下に表示される同様
の内容のアクセス権よりも優先されます。 プロジェクトの作
成をユーザーに許可できるサーバー レベルのアクセス権
には優先されません。

[オブジェクトのすべてのクラスに対してクラス レベルの権
利をすべて許可]

上記特権では許可されない操作もすべて実行できます。 た
とえば、この特権が与えられたグループのメンバは、ファイ
ルのチェックアウト、ロック解除、リンク操作の実行、ラベル
添付操作の実行ども行えます。 この特権は、アクセス権ダ
イアログで [オブジェクト コンテナ関連の一般的な権利] の
下に表示される一部のアクセス権より優先され、さらに [<ア
イテムの種類> 関連の権利] の下に表示されるどのアクセ
ス権よりも優先されます。
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サーバー関連のアクセス権
ユーザーやグループに割り当てるサーバー レベルのアクセス権は、そのユーザーまたはグループが対象となるサーバー
構成内で該当操作を実行することを許可します。 サーバー レベルのアクセス権には、サーバー構成が実行されているとき
にどのユーザーがプロジェクトを作成できて、どのユーザーができないのかを決定するものもあります。 サーバー関連の権
利は、サーバーの実行中にしか割り当てられません。

デフォルトでは、Administrators グループには、プロジェクト関連のすべての権利とサーバー関連のすべての権利が割り当
てられています。 そして、All Users グループに、プロジェクトを作成する権利と、サーバー構成やサーバー ログを表示する
権利が与えられています。 次の表では、サーバー関連のアクセス権について簡単に説明します。

アクセス権 ユーザーまたはグループが許可される操作

[サーバー ログの表示] サーバー ログ情報を表示できます。変更はできません。

[統計およびライセンス情報の表示] 統計情報を参照できます（StarTeam Server 5.4 以前のリリース）。変更は
できません。 ライセンス使用状況ファイルを作成できます。

[サーバー構成の表示] サーバー構成のオプションを表示できます。変更はできません。

[サーバー構成の変更] サーバー構成のオプションを変更できます。

[サーバーのリモート管理] サーバーのロック/ロック解除、サーバーの再起動、サーバーの停止をク
ライアントから行えます。[変換開始]、[変換停止]、[ハイブ マネージャ] ボ
タンにもアクセスできます。

[ユーザー アカウントの管理] グループ/ユーザーの追加

[システム ポリシーの表示] サーバー構成のパスワードのオプションとログオン失敗のオプションを参
照できます。変更はできません。

[システム ポリシーの変更] サーバー構成のパスワードのオプションとログオン失敗のオプションを変
更できます。

[サーバーのセキュリティ設定の変更] サーバーのアクセス権を設定できます。 この設定値を変更する場合は、
変更後も自分がアクセス権を変更できるユーザーの 1 人になることを確
認してください。

[セキュリティ ログの表示] サーバー ログ情報を表示できます。変更はできません。

[StarDisk 関連操作]

[ユーザーの新規作成] サンプル プロジェクトに新しいユーザーを追加します。

[レプリケーションのサポート]

[ユーザー/操作日時の変更] 特殊なクライアント（Notification Agent など）を使用している場合に、作成
時刻とユーザー名を操作できます。

[プロジェクト関連操作]

[プロジェクトの作成] Server でサーバー構成が実行されているときに、プロジェクトを作成でき
ます。

[カスタマイズ]

[データベース スキーマの追加/変更] カスタマイズしたフィールドをアイテムのプロパティとして追加したり、アイ
テムの変更可能なフィールドを変更したりできます。

[コンポーネント関連操作]

[コンポーネント レベルのアクセス権の管理] サーバー構成内の特定のコンポーネントに対してフィルタやクエリを作成
したり適用したりできるユーザーおよびグループを指定します。
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プロジェクト アクセス権
表では、プロジェクトでのオブジェクト関連の一般的な権利について説明します。 [プロジェクト（プロジェクト名）のアクセス
権] ダイアログを表示するには、プロジェクト    アクセス権... を選択します。 プロジェクトを作成する権利は、サーバーのア
クセス権として設定されます。

アクセス権 ユーザーまたはグループが許可される操作

[オブジェクトとそのプロパティの表示] 現在のプロジェクトを表示し、[プロジェクト｜プロパティ] を選択して、プロジェクト
のプロパティを参照することができます。

[プロパティの変更] このプロジェクトのプロパティを変更できます。 変更可能なプロジェクト プロパテ
ィには、名前、説明、キーワード展開の設定値、代替プロパティ エディタ（APE）の
設定値、処理ルールの設定値、ロックされていないファイルを読み取り専用とし
てマークするかどうか、およびユーザーに影響するいくつかの設定値（たとえば、
ファイルのチェックイン時にリビジョン コメントの入力を要求するかどうかなど）が
あります。

[オブジェクトの削除] このプロジェクトをサーバー構成から削除できます。

[オブジェクト アクセス権の変更] このプロジェクトのアクセス権を変更できます。 この設定値を変更する場合は、
変更後も自分がアクセス権を変更できるユーザーの 1 人になることを確認してく
ださい。

関連参照

アクセス権と特権

296



ビュー アクセス権
ビュー    アクセス権... コマンドを選択して ビュー（ビュー名）のアクセス権 ダイアログを開くと、現在のビューに対するアク
セス権が表示されます。 この ビュー ノードで設定できる権利は、プロジェクト（プロジェクト名）のアクセス権 ダイアログの
ビュー ノードからも設定できます。 [プロジェクト（プロジェクト名）のアクセス権] ダイアログから設定した場合は、設定した
アクセス権が、個々のビューではなくプロジェクト内のすべてのビューに適用されます。 また、[プロジェクト（プロジェクト名）
のアクセス権] ダイアログの [ビュー] ノードには、ユーザーまたはグループにプロジェクトのビューを作成することを許可す
るコンテナ レベルの権利も含まれています。 この権利は、ビュー（ビュー名）のアクセス権 ダイアログ ボックスの ビュー ノ
ードでは設定できません。

表では、プロジェクト（プロジェクト名）のアクセス権 ダイアログ ボックスの ビュー ノードから設定できるアクセス権について
説明しています。 これらのアクセス権のほとんどは、ビュー（ビュー名）のアクセス権 ダイアログの ビュー ノードにも表示さ
れますが、それらは現在のビューにしか適用されません。

アクセス権 ユーザーまたはグループが許可される操作

[オブジェクト関連の一般的な権利]

[オブジェクトとそのプロパティの表示] ビューのプロパティを変更できます。 変更できるビュー プロパティは、ビューの名
前、説明、作業フォルダ（ルート フォルダの作業フォルダでもある）、共有される
アイテムの分岐設定、ファイル ステータス リポジトリの設定です。

[プロパティの変更] ビューのプロパティを変更します。

[オブジェクトの削除] ビューからオブジェクトを削除します。

[オブジェクト アクセス権の変更] ビューにおける選択したオブジェクトのアクセス権を変更します。

[ビュー関連の権利]

[ビュー ラベルの作成] ビュー ラベルを作成します。 作成したビュー ラベルは、自動的にそのビュー内
のフォルダおよびアイテムに添付されます。 この権利を持っているユーザーは、
ラベルを添付する権利は持っていなくても、ラベルを作成できます。

[ビュー ラベルの変更] ビュー ラベルのプロパティを変更します。 たとえば、この権利を持つユーザー
は、ラベルを調整できないように凍結することができます。

[ビュー ラベルの削除] ビュー ラベルを削除します。 ビュー ラベルを削除すると、そのラベルを持ってい
たフォルダやアイテムからそのラベルが自動的に添付解除されます。 この権利
を与えられているユーザーは、ビュー ラベルを添付解除する権利を与えられて
いなくてもビュー ラベルを削除できます。

[リビジョン ラベルの作成] リビジョン ラベルを作成します。 この権利を持っているユーザーは、ラベルを添
付する権利は持っていなくても、ラベルを作成できます。

[リビジョン ラベルの変更] リビジョン ラベルのプロパティを変更します。 たとえば、この権利を持つユーザ
ーは、ラベルを調整できないように凍結することができます。

[リビジョン ラベルの削除] リビジョン ラベルを削除します。 リビジョン ラベルを削除すると、そのラベルを持
っていたフォルダやアイテムからそのラベルが自動的に添付解除されます。 この
権利を与えられているユーザーは、リビジョン ラベルを添付解除する権利を与え
られていなくてもリビジョン ラベルを削除できます。

[プロモーション モデルの定義] プロモーション状態の作成、削除、順序変更、およびプロモーション状態のプロパ
ティの編集を行えます。 プロモーション状態を作成した後、新規作成したプロモ
ーション状態のアクセス権を設定するには、いったん [プロモーション] ダイアログ
を閉じて開き直さなければなりません。

[ビューの作成] 現在のプロジェクト内にビューを作成します。 このコンテナレベルの権利は、[プ
ロジェクト（プロジェクト名）のアクセス権] ダイアログから [ビュー] ノードを選択し
た場合にしか設定できません。

[デフォルト タイプのオーバーライド] 新しいビューの作成時など、デフォルトのタイプをオーバーライドできるようにしま
す。
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フォルダのアクセス権
フォルダ    詳細    アクセス権... を選択して [フォルダのアクセス権] ダイアログを表示した場合、2 つのフォルダノードが
表示されます。 [このフォルダ] ノードから設定した権利は、選択中のフォルダのみに適用されます。 [子フォルダ] ノードか
ら設定した権利は、選択中のフォルダのすべての子フォルダに適用されます。 次に示す図と表は、現在のフォルダのもの
です。 表では、[フォルダのアクセス権] ダイアログの [このフォルダ] ノードから設定できるアクセス権について説明してい
ます。

注： [このフォルダ] ノードには [アイテム コンテナ関連の一般的な権利] サブカテゴリがないので、選択中のフォルダのコ
ンテナ関連の権利は、その親コンテナの [子フォルダ] ノードで設定してください。 選択中のフォルダがルート フォルダの場
合は、[ビューのアクセス権] ダイアログの [子フォルダ] ノードで設定することになります。

アクセス権 ユーザーまたはグループが許可される操作

[アイテム関連の一般的な権利]

[アイテムとそのプロパティの参照] [フォルダ｜プロパティ...] を選択したときに、選択中のフォルダの [名前] タブと [除
外] タブが表示されます。 [履歴] タブが表示されるかどうかは、[履歴の参照] アク
セス権の設定により決まります。 [リンク] タブが表示されるかどうかは、[リンクの参
照] アクセス権の設定により決まります。

[プロパティの変更] フォルダの [名前] タブと [除外] タブに表示されるフォルダ プロパティを変更できま
す。 変更できるプロパティは、フォルダの名前、説明、継承した除外リストとローカル
除外リストを使用するかどうか、およびローカル除外リスト内容です。 選択中のフォ
ルダがルート フォルダでない場合は、作業フォルダと代替作業フォルダの設定値も
変更できます。 ルート フォルダについては、作業フォルダはビューのプロパティにな
っているため、このアクセス権では制御されません。

[フォルダから削除] 選択中のフォルダを親フォルダから削除できます。 選択中のフォルダのどれかの親
フォルダを削除できるユーザーは、選択中のフォルダも削除できるので注意してくだ
さい。

[アイテム アクセス権の変更] このフォルダのアクセス権を変更できます。 この設定値を変更する場合は、変更後
も自分がアクセス権を変更できるユーザーの 1 人になることを確認してください。

[履歴の参照] フォルダ  プロパティ... を選択したときに、選択中のフォルダの [履歴] タブが表示さ
れます。

[メンテナンスの実行] 過去のリビジョンのリビジョン コメントを変更できます。

[排他的ロックの設定] フォルダを排他的にロックできます。

[排他的ロックの強制解除] 他のユーザーがフォルダにかけた排他的ロックを解除することができます。

[ラベル関連の権利]

[ビュー ラベルの添付/調整] このフォルダにビュー ラベルを追加できます。 また、このフォルダの 1 つのリビジョ
ンから別のリビジョンへとビュー ラベルを移動できます。 この権利は、選択中のフォ
ルダに対するラベルのフォルダ レベルでの直接操作を制御します。 この権利で
は、ユーザーがビュー ラベルを作成することによって選択中のフォルダにビュー ラ
ベルを添付するのを禁止することはできません。

[ビュー ラベルの添付解除] このフォルダからビュー ラベルを添付解除できます。 ビュー ラベルを削除できるユ
ーザーは、この権利の設定に関係なく、ビューからビュー ラベルを削除することによ
って選択中のフォルダからビュー ラベルを添付解除することができるので、注意し
てください。

[リビジョン ラベルの添付/調整] このフォルダにリビジョン ラベルを追加できます。 また、このフォルダの 1 つのリビ
ジョンから別のリビジョンへとリビジョン ラベルを移動できます。 この権利は、選択
中のフォルダのリビジョン ラベルのフォルダ レベルでの直接操作を制御します。

[リビジョン ラベルの添付解除] このフォルダからリビジョン ラベルを添付解除できます。 リビジョン ラベルを削除で
きるユーザーは、この権利の設定に関係なく、ビューからリビジョン ラベルを削除す
ることによって選択中のフォルダからリビジョン ラベルを添付解除することができる
ので、注意してください。

[リンク関連の権利]

[リンクの参照] 選択中のフォルダが関与しているリンクを参照できます。

[リンクの作成] このフォルダを他のフォルダやアイテムにリンクできます。

[リンクの変更] 選択中のフォルダのリンクを変更できます。
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[リンクの削除] このフォルダのリンクを削除できます。
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子フォルダのアクセス権
フォルダのアクセス権 ダイアログ ボックスから 子フォルダ ノードを選択した場合、選択中のフォルダの子フォルダに適用
されるアクセス権を設定できます。 子フォルダ ノードは、ビューのアクセス権 ダイアログ ボックスと プロジェクトのアクセス
権 ダイアログ ボックスにもあります。 これらのダイアログ ボックスから設定した場合、アクセス権は、どちらのダイアログ
ボックスから選択したかに応じて、現在のビュー内のすべての子フォルダか、またはプロジェクト内のすべての子フォルダに
適用されます。

次の表では、プロジェクトのアクセス権、ビューのアクセス権、フォルダのアクセス権 のいずれかのダイアログ ボックスで
子フォルダ ノードを選択した場合に設定できるアクセス権について説明します。

アクセス権 ユーザーまたはグループが許可される操作

[アイテム関連の一般的な権利]

[アイテムとそのプロパティの参照] 選択中のフォルダの子フォルダ、または現在のプロジェクト/ビュ
ーのフォルダが、画面の左ペインにあるフォルダ階層構造に表示
されます。 また、[フォルダ｜プロパティ...] を選択したときには、[フ
ォルダのプロパティ] ダイアログ ボックスに [名前] タブと [除外]
タブが表示されます。 [履歴] タブが表示されるかどうかは、[履歴
の参照] アクセス権の設定により決まります。

[プロパティの変更] 子フォルダの [名前] タブと [除外] タブに表示されるフォルダ プロ
パティを変更できます。 変更できるプロパティは、フォルダの名
前、説明、継承した除外リストとローカル除外リストを使用するか
どうか、およびローカル除外リスト内容です。 子フォルダがルート
フォルダでない場合は、作業フォルダと代替作業フォルダの設定
値も変更できます。 ルート フォルダの場合は、このアクセス権で
は、作業フォルダを参照できるだけで変更はできません。

[フォルダから削除] このフォルダの子フォルダまたは選択中のプロジェクト/ビューの
フォルダを、親フォルダから削除できます。 選択中のフォルダのど
れかの親フォルダを削除できるユーザーは、選択中のフォルダも
削除できるので注意してください。

[アイテム アクセス権の変更] このフォルダの子フォルダまたは選択中のプロジェクト/ビューの
フォルダのアクセス権を変更できます。 この設定値を変更する場
合は、変更後も自分がアクセス権を変更できるユーザーの 1 人に
なることを確認してください。

[履歴の参照] フォルダ  プロパティ... を選択したときに、履歴 タブが表示されま
す。 この操作は、選択中のフォルダの子フォルダか、または選択
中のプロジェクト/ビューのフォルダに適用されます。

[メンテナンスの実行] 過去のリビジョンのリビジョン コメントを変更できます。

[排他的ロックの設定] 子フォルダを排他的にロックします。

[排他的ロックの強制解除] 他のユーザーが子フォルダにかけた排他的ロックを解除すること
ができます。

[ラベル関連の権利]

[ビュー ラベルの添付/調整] このフォルダの子フォルダまたは選択中のプロジェクト/ビューの
フォルダにビュー ラベルを追加できます。 また、子フォルダの 1
つのリビジョンから別のリビジョンへとビュー ラベルを移動できま
す。 この権利は、子フォルダのビュー ラベルのフォルダ レベルで
の直接操作を制御します。 この権利では、ユーザーがビュー ラベ
ルを作成することにより子フォルダにビュー ラベルを添付するの
を禁止することはできません。

[ビュー ラベルの添付解除] このフォルダの子フォルダまたは選択中のプロジェクト/ビューの
フォルダからビュー ラベルを添付解除できます。 ビュー ラベルを
削除できるユーザーは、この権利の設定に関係なく、ビューからビ
ュー ラベルを削除することによって子フォルダからビュー ラベル
を添付解除することができるので、注意してください。
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[リビジョン ラベルの添付/調整] このフォルダの子フォルダまたは選択中のプロジェクト/ビューの
フォルダにリビジョン ラベルを追加できます。 また、子フォルダの
1 つのリビジョンから別のリビジョンへとリビジョン ラベルを移動で
きます。 この権利は、子フォルダのリビジョン ラベルのフォルダ レ
ベルでの直接操作を制御します。

[リビジョン ラベルの添付解除] このフォルダの子フォルダまたは選択中のプロジェクト/ビューの
フォルダからリビジョン ラベルを添付解除できます。 リビジョン ラ
ベルを削除できるユーザーは、この権利の設定に関係なく、ビュー
からリビジョン ラベルを削除することによって選択中のフォルダか
らリビジョン ラベルを添付解除することができるので、注意してくだ
さい。

[リンク関連の権利]

[リンクの参照] このフォルダの子フォルダまたは選択中のプロジェクト/ビューの
フォルダが関与しているリンクが表示されます。

[リンクの作成] このフォルダの子フォルダまたは選択中のプロジェクト/ビューの
フォルダを他のフォルダおよびアイテムにリンクできます。

[リンクの変更] このフォルダの子フォルダまたは選択中のプロジェクト/ビューの
フォルダのリンクを変更できます。

[リンクの削除] このフォルダの子フォルダまたは選択中のプロジェクト/ビューの
フォルダのリンクを削除できます。

[アイテム コンテナ関連の一般的な権利]

[フォルダの作成] フォルダのアクセス権 ダイアログ ボックスの [子フォルダ] ノード
でこの権利を設定された親フォルダ、ビュー、またはプロジェクト内
にフォルダを作成できます。

[フォルダの共有/親フォルダからのフォルダの移動] [フォルダのアクセス権] ダイアログ ボックスの [子フォルダ] ノード
でこの権利を設定された親フォルダ、ビュー、またはプロジェクト内
で、フォルダを共有化したり移動したりできます。 フォルダを移動
または共有化すると、フォルダとその内容に設定されていたアクセ
ス権、およびフォルダ階層構造でそのフォルダの下にある特定の
子フォルダやアイテムに対して設定されていたアクセス権は、フォ
ルダと一緒に新しい場所に付いていきます。

[フォルダの動作や構成の変更] フォルダのアクセス権 ダイアログ ボックスの [子フォルダ] ノード
でこの権利を設定された親フォルダ、ビュー、またはプロジェクト内
にあるフォルダの分岐できるかどうかの設定値および構成を変更
できます。

関連参照

アクセス権と特権
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ファイルのアクセス権
ファイルのアクセス権 ダイアログ ボックスを開いて ファイル ノードを選択した場合は、選択中のファイルのみに適用される
アクセス権を設定できます。

ファイルのアクセス権は、フォルダのアクセス権、ビューのアクセス権、および プロジェクトのアクセス権 のダイアログ ボッ
クスからも設定できます。 これらのダイアログ ボックスから設定したファイル アクセス権は、個々のファイルではなく、選択
中のフォルダ、ビュー、またはプロジェクト内のすべてのファイルに適用されます。 また、これらのダイアログ ボックスから
設定した場合のみ、以下のコンテナ レベルのアクセス権も設定できます。

♦ [ファイルの追加]

♦ [アイテムの共有/親フォルダからのアイテムの移動]

♦ [アイテムの動作や構成の変更]

以下のセクションでは、プロジェクトのアクセス権、ビューのアクセス権、フォルダのアクセス権、および ファイルのアクセス
権 のダイアログ ボックスのいずれかで ファイル ノードを選択した場合に設定できるアクセス権について説明します。

[アイテム関連の一般的な権利]

このセクションではアイテム関連の一般的な権利について説明します。

アクセス権 ユーザーまたはグループが許可される操作

[アイテムとそのプロパティの参照] ファイル リスト（上部ペイン）にファイルが表示され、ファイル  プロパティ... を選択す
ることにより、ファイルのプロパティを参照できます。

[プロパティの変更] ファイルのプロパティを変更できます。 変更可能なプロパティには、アーカイブ/ファ
イルの名前、説明、実行可能かどうか（Windows 以外のプラットフォームでのみ有
効）、圧縮、保存オプション、およびカスタム プロパティがあります。 代替プロパティ
エディタ（APE）を使用している場合は、変更可能なプロパティの種類や、それぞれの
プロパティを変更できるユーザーが、代替プロパティ エディタによってさらに細かく制
限されている場合があります。

[フォルダから削除] ファイルをそれが格納されているフォルダから削除できます。

[アイテム アクセス権の変更] ファイルに対するアクセス権を変更できます。 この設定値を変更する場合は、変更
後も自分がアクセス権を変更できるユーザーの 1 人になることを確認してください。

[履歴の参照] [履歴] ペインで、ファイルの履歴を参照できます。

[メンテナンスの実行] 過去のリビジョンのリビジョン コメントを変更できます。

[排他的ロックの設定] ファイルを排他的にロックできます。

[排他的ロックの強制解除] 他のユーザーがファイルにかけた排他的ロックを解除することができます。

[ラベル関連の権利]

このセクションではラベル関連の権利について説明します。

アクセス権 ユーザーまたはグループが許可される操作

[ビュー ラベルの添付/調整] ファイルにビュー ラベルを追加できます。 また、リビジョン間でビュー ラベルを移動で
きます。 この権利は、ファイルのビュー ラベルのアイテム レベルでの直接操作を制御
します。 この権利では、ユーザーがビュー ラベルを作成することによってファイルにビ
ュー ラベルを添付するのを禁止することはできません。

[ビュー ラベルの添付解除] ファイルからビュー ラベルを添付解除できます。 ビュー ラベルを削除できるユーザー
は、この権利の設定に関係なく、ビューからビュー ラベルを削除することによってファ
イルからビュー ラベルを添付解除することができるので、注意してください。
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[リビジョン ラベルの添付/調整] ファイルにリビジョン ラベルを追加できます。 また、リビジョン間でリビジョン ラベルを
移動できます。 この権利は、ファイルのリビジョン ラベルのアイテム レベルでの直接
操作を制御します。 この権利では、ユーザーがリビジョン ラベルの添付されているフ
ァイルをチェックインするのを禁止することができます。

[リビジョン ラベルの添付解除] ファイルからリビジョン ラベルを添付解除できます。 リビジョン ラベルを削除できるユ
ーザーは、この権利の設定に関係なく、ビューからリビジョン ラベルを削除することに
よってファイルからリビジョン ラベルを添付解除することができるので、注意してくださ
い。

[リンク関連の権利]

このセクションではリンク関連の権利について説明します。

アクセス権 ユーザーまたはグループが許可される操作

[リンクの参照] ファイルに作成されたリンクを参照できます。

[リンクの作成] ファイルを他のアイテムにリンクできます。

[リンクの変更] ファイルへのリンクを変更できます。

[リンクの削除] ファイルに影響するリンクを削除することができます。

[ファイル関連の権利]

このセクションではファイル関連の権利について説明します。

アクセス権 ユーザーまたはグループが許可される操作

[ファイルのチェックイン] ファイルをチェックインできます。

[ファイルのチェックアウト] ファイルをチェックアウトできます。

[アイテム コンテナ関連の一般的な権利]

このセクションではアイテム コンテナ関連の権利について説明します。

アクセス権 ユーザーまたはグループが許可される操作

[ファイルの追加] アクセス権 ダイアログ ボックスの [ファイル] ノードでこの権利を
設定されたフォルダ、ビュー、またはプロジェクトに、ファイルを追
加できます。 このアクセス権は、フォルダ、ビュー、またはプロジェ
クトの アクセス権 ダイアログ ボックスで [ファイル] ノードを選択し
た場合にしか表示されません。

[アイテムの共有/親フォルダからのアイテムの移動] アクセス権 ダイアログ ボックスの [ファイル] ノードでこの権利を
設定されたフォルダ、ビュー、またはプロジェクトで、ファイルを共
有したり移動したりできます。 このアクセス権は、フォルダ、ビュ
ー、またはプロジェクトの アクセス権 ダイアログ ボックスで [ファ
イル] ノードを選択した場合にしか表示されません。 ファイルを移
動または共有すると、それに設定されていたアクセス権は、ファイ
ルと一緒に新しいフォルダに付いていきます。

[アイテムの動作や構成の変更] アクセス権 ダイアログ ボックスの [ファイル] ノードでこの権利を
設定されたフォルダ、ビュー、またはプロジェクト内にあるファイル
の、分岐できるかどうかの設定値および構成を変更できます。 こ
のアクセス権は、フォルダ、ビュー、またはプロジェクトの アクセス
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権 ダイアログ ボックスで [ファイル] ノードを選択した場合にしか
表示されません。

関連参照

アクセス権と特権
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アイテム関連の一般的な権利
次の表では、プロジェクトのアクセス権、ビューのアクセス権、フォルダのアクセス権、および ファイルのアクセス権 のダイ
アログ ボックスのいずれかで ファイル ノードを選択した場合に設定できるアクセス権について説明します。

アクセス権 ユーザーまたはグループが許可される操作

[アイテムとそのプロパティの参照] ファイル リスト（上部ペイン）にファイルが表示され、ファイル  プロパティ... を選択す
ることにより、ファイルのプロパティを参照できます。

[プロパティの変更] ファイルのプロパティを変更できます。 変更可能なプロパティには、アーカイブ/ファ
イルの名前、説明、実行可能かどうか（Windows 以外のプラットフォームでのみ有
効）、圧縮、保存オプション、およびカスタム プロパティがあります。 代替プロパティ
エディタ（APE）を使用している場合は、変更可能なプロパティの種類や、それぞれの
プロパティを変更できるユーザーが、代替プロパティ エディタによってさらに細かく制
限されている場合があります。

[フォルダから削除] ファイルをそれが格納されているフォルダから削除できます。

[アイテム アクセス権の変更] ファイルに対するアクセス権を変更できます。 この設定値を変更する場合は、変更
後も自分がアクセス権を変更できるユーザーの 1 人になることを確認してください。

[履歴の参照] [履歴] ペインで、ファイルの履歴を参照できます。

[メンテナンスの実行] 過去のリビジョンのリビジョン コメントを変更できます。

[排他的ロックの設定] ファイルを排他的にロックできます。

[排他的ロックの強制解除] 他のユーザーがファイルにかけた排他的ロックを解除することができます。

関連参照

アクセス権と特権
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プロモーション状態のアクセス権
各ビューは、そのビュー専用の一連のプロモーション状態を持ちます。 プロモーション状態へのアクセスは、以下のアクセ
ス権により制御されます。ビュー レベルまたはプロジェクト レベルのアクセス権ダイアログの [ビュー] ノードから設定でき
る [プロモーション モデルの定義] というアクセス権。 [プロモーション モデルの定義] アクセス権を持つユーザーは、プロ
モーション モデルに対してどんな作業も行うことができます。たとえば、状態の作成と削除、それらのプロパティの編集、あ
る状態から別の状態へのラベルのプロモート （プロモーションは、プロパティの編集の一環です。 状態のプロパティを編集
できるユーザーは、その状態をプロモートすることもできます。）、および、ビュー内でのプロモーション状態の順序変更など
が挙げられます。

個々のプロモーション状態へのアクセスを制御するアクセス権。 [オブジェクト関連の一般的な権利] と [プロモーション状態
関連の権利] は、ビュー レベルまたはプロジェクト レベルのアクセス権ダイアログの [プロモーション状態] ノードから設定
できます。 これらのアクセス権は、個々のプロモーション状態のアクセス権ダイアログからも設定できます。 状態レベルで
は、個々のプロモーション状態のアクセス権がチェックされます。そして、必要であれば、その後ビュー レベルのアクセス権
がチェックされ、最終的にはプロジェクト レベルのアクセス権がチェックされます。 ユーザーがどれかのレベルでアクセス権
を与えられていれば、次のレベルのアクセス権がチェックされる必要はありません。

ビュー レベルで許可された権利は、プロモーション状態レベルでアクセスが禁止されていない限りは、対象となるビュー内
のすべてのプロモーション状態に適用されます。 プロジェクト レベルで許可された権利は、プロモーション状態レベルまた
はビュー レベルでアクセスが禁止されていない限りは、対象となるプロジェクト内のすべてのビューに含まれるすべてのプ
ロモーション状態に適用されます。

アクセス権 ユーザーまたはグループが許可される操作

[オブジェクト アクセス権の変更] 個々のプロモーション状態のアクセス権を変更できます。 この設定値を変更する場合
は、変更後も自分がアクセス権を変更できるユーザーの 1 人になることを確認してく
ださい。 この権利は、オブジェクト関連の一般的な権利です。 プロモーション状態を作
成した後、新規作成したプロモーション状態のアクセス権を設定するには、いったん
[プロモーション] ダイアログを閉じて開き直さなければなりません。

[ラベル割り当ての変更] [プロモート...] ボタンをクリックするか、プロモーション状態のプロパティを編集すること
により、個々のプロモーション状態に割り当てられているラベルを変更できます。 プロ
モーション状態のその他のプロパティは、[ビュー] ノードから設定できる [プロモーショ
ン モデルの定義] アクセス権も与えられているユーザーでない限り、一切編集できま
せん。 この権利は、プロモーション状態専用の権利です。

関連参照

アクセス権と特権
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コンポーネントのアクセス権
[コンポーネント レベルのアクセス権の管理] を行うアクセス権がサーバー レベルで与えられていれば、開いている任意の
コンポーネントからコンポーネント レベルのアクセス権を設定できます。

以下では、コンポーネントのアクセス権について説明します。

アクセス権 ユーザーまたはグループが許可される操作

[パブリック フィルタの作成] 該当コンポーネントのパブリック フィルタを作成できます。

[パブリック クエリの作成] 該当コンポーネントのパブリック クエリを作成できます。

関連参照

アクセス権と特権
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コンポーネント レベルのフィルタのアクセス権
以下では、コンポーネント レベルのフィルタのアクセス権について説明します。

アクセス権 ユーザーまたはグループが許可される操作

[オブジェクトとそのプロパティの参照] ツールバーのフィルタ リストに該当コンポーネントのパブリック フィルタが表示さ
れ、そのプロパティを [フィルタ] ダイアログで参照することができます。

[プロパティの変更] 該当コンポーネントのパブリック フィルタのプロパティを変更できます。 変更でき
るプロパティは、表示されるフィールドのリスト、ソートと分類の規則、関連付けら
れているクエリ、およびコンテキスト（フィルタの適用対象になれるコンポーネン
ト アイテム）です。

[オブジェクトの削除] 該当コンポーネントのフィルタ リストからパブリック フィルタを削除できます。

[オブジェクト アクセス権の変更] 該当コンポーネントのパブリック フィルタのアクセス権を変更できます。

関連参照

アクセス権と特権
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個々のフィルタのアクセス権
個々のフィルタのアクセス権は、以下の表で説明します。

アクセス権 ユーザーまたはグループが許可される操作

[オブジェクトとそのプロパティの表示] ツールバーのフィルタリストにこのフィルタが表示され、そのプロパティを フィル
タ ダイアログ ボックスで参照することができます。

[プロパティの変更] このフィルタのプロパティを変更できます。 変更できるプロパティは、表示される
フィールドのリスト、ソートと分類の規則、関連付けられているクエリ、およびコン
テキスト（フィルタの適用対象になれるコンポーネント アイテム）です。

[オブジェクトの削除] フィルタリストからこのフィルタを削除できます。

[オブジェクト アクセス権の変更] このフィルタのアクセス権を変更できます。

関連参照

アクセス権と特権
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コンポーネント レベルのクエリのアクセス権
以下の表では、コンポーネント レベルのクエリのアクセス権について説明します。

アクセス権 ユーザーまたはグループが許可される操作

[オブジェクトとそのプロパティの参照] [クエリ] ダイアログにパブリック クエリが表示され、そのプロパティを [クエリの編
集] ダイアログで参照できます。

[プロパティの変更] 該当コンポーネントのパブリック クエリのプロパティを変更できます。 変更できる
プロパティは、クエリの名前と条件です。

[オブジェクトの削除] 該当コンポーネントのクエリ リストからパブリック クエリを削除できます。

[オブジェクト アクセス権の変更] 該当コンポーネントのパブリック クエリのアクセス権を変更できます。

関連参照

アクセス権と特権
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個々のクエリのアクセス権
次の表では、個々のクエリのアクセス権について説明します。

アクセス権 ユーザーまたはグループが許可される操作

[オブジェクトとそのプロパティの表示] クエリ ダイアログ ボックスにこのクエリが表示され、そのプロパティを クエリの編
集 ダイアログ ボックスで参照することができます。

[プロパティの変更] このクエリのプロパティを変更できます。 変更できるプロパティは、名前と条件で
す。

[オブジェクトの削除] クエリリストからこのクエリを削除できます。

[オブジェクト アクセス権の変更] このクエリのアクセス権を変更できます。

関連参照

アクセス権と特権
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