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Borland StarTeam 2009 Web Client
新しい Borland® StarTeam® 2009 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 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、一連の基本機能を設計して提供しています。
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。
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。
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•

StarTeam Server 上のパブリック フィルタを使っての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

•

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

Borland StarTeam 2009 Web Client

StarTeam の基本
関連トピック

StarTeam コンテナ (5 ページ)
サポートされているアイテム タイプ (6 ページ)

StarTeam コンテナ
StarTeam のサーバー構成、プロジェクト、およびビューはコンテナであり、これを使って、アプリケー
ションや、モジュール、事業単位などを基準にアイテムを整理することができます。
以下の表では、これらの種類のコンテナについて定義し、StarTeam Web Client ユーザー インターフェイ
ス上で使われるアイコンを示します。
アイコ コンテナ
ン

定義

サーバー構成

StarTeam の配置インスタンスで、リポジトリとデータ格納庫から構成されま
す。 サーバー構成は、最上位の StarTeam "コンテナ" です。 相互に関係し、1
つの総体として管理することができるファイルや変更要求などのアイテムはすべ
て、同じサーバー構成内に置かれます。

プロジェクト

関連するアイテム群を、StarTeam サーバー構成内の一連のフォルダに階層的に
グループ化して管理するために使用します。 プロジェクトを使うことで、要件
を設定し、変更要求を追跡し、タスクを管理し、プロジェクトについて議論する
ことができます。
サーバー構成を使用するには、少なくとも 1 つのプロジェクトを作成する必要
があります。 1 つのサーバー構成には複数のプロジェクトを含めることができ、
個々のプロジェクトは、特定のチームやアプリケーションやコンポーネントのラ
イフサイクルのニーズに合わせて作られます。

ビュー

プロジェクトの中を覗く窓であり、特定の目的に関するアイテム群を保持しま
す。 新しく作成したプロジェクトにはそれぞれにルート ビューが含まれていて、
そこでフォルダやファイルなどのアイテムを整理することができます。 子ビュー
と呼ばれる、ルート ビューの内容のサブセットを作成して、特定のアクティビ
ティやユーザー用に使用することができます。
たとえば、あるソフトウェア製品のプロジェクトには、機能仕様、マーケティン
グ要件、ソース コード、テスト スイートが含まれ、そのすべてがルート ビュー
内の別々のフォルダに格納されているとします。 製品が次のリリースに移行す
ると、これらのフォルダの新しいビューを追加することができます。 あるビュー
は製品のバージョン 1.0 を表し、2 番目のビューはバージョン 2.0 を表す、と
いった使用方法が可能になります。

StarTeam の基本
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関連トピック

StarTeam の基本 (5 ページ)

サポートされているアイテム タイプ
典型的なソフトウェア開発ライフサイクルでは、要件や、モデル、図、変更要求、スケジュール、テストな
ど、ソース ファイル以外のものも開発し、発展させ、管理する必要があります。
以下の表では、StarTeam Web Client がサポートする組み込みのアイテム タイプを定義し、ユーザー イン
ターフェイス上で使われるアイコンを示します。
アイコ アイテム
ン
ファイル
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StarTeam の基本

StarTeam には、どのような種類のファイルでも格納することができます。 Web
Client を使うと、既存のプロジェクト ファイルについて以下の作業を行うことがで
きます。
•

ファイル プロパティの表示と編集

•

ファイル リビジョンの履歴情報の表示

•

ユーザーのローカル ドライブまたはネットワーク ドライブに履歴リビジョンの
ファイルを保存

変更要求

プロジェクトの範囲内の何かを変更してほしいという要求。 開発チームは、変更要求
を作成して、問題や機能強化要求を記録し、その解決や実装を追跡します。

要件

開発対象のソフトウェア機能が満たさなければならない条件を仕様化します。 要件を
使うことで、ビジネス アナリスト、管理者、開発者、QA 担当者などは、以下の作業
を行うことができます。

タスク
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定義

•

ビジネス要件、ユーザー要件、および機能要件の階層形式での整理

•

要件間の依存関係の明示

•

重要度に従った要件の優先順位付け

•

要件変更の影響の特定

•

要件を使った作業見積もり

•

要件を作成した人と要件を完成させる担当者の特定

•

提出から完了または却下までの要件ライフサイクルの追跡

必要な、アクティブな、あるいは完了した作業単位を表します。 タスクを使うこと
で、プロジェクト チーム メンバは以下の作業を行うことができます。
•

タスクの新規作成とチーム メンバへの割り当て

•

現在のタスク ステータスの確認

•

タスクを完了するのに必要な時間数の見積もり

•

タスクを作業するのに費やした時間数の記録

•

タスクを完了するのに必要だと見積もった時間数と実際に費やした時間数の比較

アイコ アイテム
ン
トピック

定義

スレッド形式の対話記録の最初のメッセージで、プロジェクトの問題点を提起するた
めのもの。チーム メンバはこれに対してレスポンスを返すことができます。 トピッ
クとそれに対するレスポンスを使って、重要な議論を文書化することができます。

関連トピック

StarTeam の基本 (5 ページ)

StarTeam の基本
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StarTeam Web Client ユーザー インターフェ
イス ツアー
関連トピック

スタート ページ (8 ページ)
[ナビゲーション] ペイン (9 ページ)
ページ移動コントロール (11 ページ)
閲覧ページ (11 ページ)
アイテム ページ (15 ページ)
[アイテム履歴] ページ (17 ページ)
アイテム エディタ (18 ページ)

スタート ページ
Web Client 管理者に提示された StarTeam Web Client の URL に移動すると、Web Client の スタート ペー
ジが表示されます。
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StarTeam Web Client ユーザー インターフェイス ツアー

関連トピック

Web Client のオプションを指定する (60 ページ)
ビュー セッションを開く (57 ページ)
最近開いたビューを管理する (75 ページ)
お気に入りを管理する (76 ページ)
StarTeam Web Client ユーザー インターフェイス ツアー (8 ページ)

[ナビゲーション] ペイン
Web Client のすべてのページで利用できる ナビゲーション ペインには、最近開いたビュー パネルと お気
に入り パネルが表示されます。 最近開いたビュー パネルには、最近開いたビューへのショートカットが、
お気に入り パネルには、お気に入りへのショートカットが表示されます。

StarTeam Web Client ユーザー インターフェイス ツアー
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StarTeam Web Client ユーザー インターフェイス ツアー

関連トピック

最近開いたビューを管理する (75 ページ)
お気に入りを管理する (76 ページ)
Web Client の URL を利用する (76 ページ)
StarTeam Web Client ユーザー インターフェイス ツアー (8 ページ)

ページ移動コントロール
Web Client のリスト ボックスに 30 以上のアイテムが含まれる場合や、閲覧 ページのアイテム テーブルに
50 以上のレコードが含まれる場合には、リスト ボックスの末尾やアイテム テーブルの下部のページ移動コ
ントロールが利用可能になります。このページ移動コントロールを使って、アイテムやレコードのページ間
を移動できます。
•

最初のページ ( ) をクリックすると、アイテム テーブルのアイテムの最初のページに戻ることができま
す。

•

前のページ ( ) をクリックすると、アイテム テーブルのアイテムの前のページを表示することができま
す。

•

次のページ ( ) をクリックすると、アイテム テーブルのアイテムの次のページを表示することができま
す。

•

最後のページ ( ) をクリックすると、アイテム テーブルのアイテムの最後のページを表示することがで
きます。

•

更新 ( ) をクリックすると、StarTeam Server からアイテム テーブルのデータを再取得して更新する
ことができます。

•

ページ テキスト ボックスにページ番号を入力して Enter を押すと、そのページを表示することができま
す。

関連トピック

概要: 閲覧ページ (12 ページ)
StarTeam Web Client ユーザー インターフェイス ツアー (8 ページ)

閲覧ページ
関連トピック

StarTeam Web Client ユーザー インターフェイス ツアー (8 ページ)
概要: 閲覧ページ (12 ページ)
[範囲] ペインと [リファイン] ペイン (13 ページ)
アイテム テーブルのツールバー ボタン (15 ページ)

StarTeam Web Client ユーザー インターフェイス ツアー
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概要: 閲覧ページ
閲覧 ページは、ビュー内の特定のアイテムまたはアイテム群を探すために使用します。
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StarTeam Web Client ユーザー インターフェイス ツアー

関連トピック

ページ移動コントロール (11 ページ)
アイテムを編集する (68 ページ)
アイテムを作成する (67 ページ)
アイテム テーブルのツールバー ボタン (15 ページ)
履歴リビジョンで作業する (70 ページ)
Web Client のオプションを指定する (60 ページ)
ビュー セッションを開く (57 ページ)
アクティブなビュー セッションを閉じる (57 ページ)
StarTeam Server からログオフする (58 ページ)
アイテム テーブルの列のサイズを変更する (61 ページ)
アイテム テーブルの列のサイズを変更する (61 ページ)
アイテム テーブルの列を追加、削除する (61 ページ)
組み込みアイテムの詳細を表示する (62 ページ)
アイテムをロックおよびロック解除する (68 ページ)
アイテムを削除する (69 ページ)
ファイルをダウンロードする (70 ページ)
閲覧ページ (11 ページ)

[範囲] ペインと [リファイン] ペイン
閲覧 ページの 範囲/リファイン ペインを使うと、StarTeam Server から返されてアイテム テーブルに表示
されるアイテムの範囲を絞り込み、ビュー内の特定のアイテムやアイテム群を探し出すことができます。
範囲/リファイン ペインには、範囲 パネルと リファイン があります。
•

範囲 パネルでは、プロジェクト フォルダやアイテム タイプで範囲を絞り込むことができます。 StarTeam
Server 上のパブリック フィルタを選択することもできます。

•

フィルタを選択した場合、リファイン パネルを使って、そのフィルタ内でテキスト検索を行ったりグルー
プ別に表示することができます。

StarTeam Web Client ユーザー インターフェイス ツアー
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関連トピック

参照するアイテムの範囲を定義する (63 ページ)
特定のアイテムを検索する (64 ページ)
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StarTeam Web Client ユーザー インターフェイス ツアー

グループ化したプロパティ値 (リスト形式) によってアイテムをフィルタリングする (64 ページ)
グループ化したプロパティ値 (グラフ形式) によってアイテムをフィルタリングする (65 ページ)
閲覧ページ (11 ページ)

アイテム テーブルのツールバー ボタン
閲覧 ページのアイテム テーブルで 1 つまたは複数のアイテム レコードを選択した後、アイテム テーブルの
ツールバー ボタンを使って、選択したアイテムの操作を行うことができます。
•

プロパティ ( ) をクリックすると、選択したアイテムを表示して編集することができます。

•

新規作成 ( ) をクリックすると、アイテム タイプ リスト ボックスおよびアイテム テーブルに現在表示
されているのと同じタイプのアイテムを新規作成することができます。

•

ロック/ロック解除... ( ) をクリックすると、選択したアイテムをロックしたりロック解除することが
できます。

•

削除 ( ) をクリックすると、選択したアイテムを削除することができます。

•

履歴 ( ) をクリックすると、選択したアイテムの履歴リビジョンを操作することができます。

•

チェックアウト... ( ) をクリックすると、選択したファイルをローカル ドライブまたはネットワーク
ドライブにダウンロードすることができます。
注: これらのオプションは、アイテム テーブルのコンテキスト メニューからも利用できます。

関連トピック

アイテムを編集する (68 ページ)
アイテムを作成する (67 ページ)
アイテムをロックおよびロック解除する (68 ページ)
アイテムを削除する (69 ページ)
ファイルをダウンロードする (70 ページ)
概要: 閲覧ページ (12 ページ)
履歴リビジョンで作業する (70 ページ)
閲覧ページ (11 ページ)

アイテム ページ
閲覧 ページのアイテム テーブルで 1 つまたは複数のアイテムを選択し、プロパティ ( ) をクリックする
と、選択したアイテムのアイテム エディタが アイテム ページ内で開きます。

StarTeam Web Client ユーザー インターフェイス ツアー
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StarTeam Web Client ユーザー インターフェイス ツアー

関連トピック

アイテムを編集する (68 ページ)
アイテムを作成する (67 ページ)
アイテム エディタ (18 ページ)
Web Client のオプションを指定する (60 ページ)
ビュー セッションを開く (57 ページ)
アクティブなビュー セッションを閉じる (57 ページ)
StarTeam Server からログオフする (58 ページ)
StarTeam Web Client ユーザー インターフェイス ツアー (8 ページ)

[アイテム履歴] ページ
閲覧 ページのアイテム テーブルでアイテムを選択して、ツールバーまたは アイテム ページの 履歴 ( ) を
クリックすると、選択したアイテムまたはアクティブなアイテムの アイテム履歴 ページが開きます。

StarTeam Web Client ユーザー インターフェイス ツアー
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関連トピック

履歴リビジョンで作業する (70 ページ)
Web Client のオプションを指定する (60 ページ)
ビュー セッションを開く (57 ページ)
アクティブなビュー セッションを閉じる (57 ページ)
StarTeam Server からログオフする (58 ページ)
StarTeam Web Client ユーザー インターフェイス ツアー (8 ページ)

アイテム エディタ
このセクションでは、Web Client のデフォルトのアイテム エディタについて説明します。Web Client 管理
者は、アイテム エディタのレイアウトやプロパティやワークフローを、自分の組織に合うようにカスタマイ
ズすることができます。そのため、このセクションで説明するデフォルトのアイテム エディタは、組織でご
使用の Web Client と大幅に異なる可能性があります。
注: 現在のところ、Web Client では、代替プロパティ エディタ (APE) の利用をサポートしていませ
ん。

関連トピック

アイテムを編集する (68 ページ)
アイテムを作成する (67 ページ)
アイテム ページ (15 ページ)
StarTeam Web Client ユーザー インターフェイス ツアー (8 ページ)
ファイル エディタ (19 ページ)
変更要求エディタ (24 ページ)
要件エディタ (31 ページ)
タスク エディタ (40 ページ)
トピック エディタ (50 ページ)
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ファイル エディタ
関連トピック

アイテム エディタ (18 ページ)
[全般] ページ (19 ページ)
[アーカイブ] ページ (20 ページ)
[カスタム] ページ (22 ページ)
[コメント] ページ (23 ページ)

[全般] ページ
次の画像は、ファイル エディタの 全般 ページを示しています。

次の表では、全般 ページのプロパティを説明します。

StarTeam Web Client ユーザー インターフェイス ツアー
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プロパティ

説明

[名前]

ファイルの名前。

[説明]

ファイルの説明。

[サイズ]

ファイルのチップ リビジョンのサイズをバイトで表示しま
す。

[実行可能]

UNIX ファイルの場合に実行可能ビットを設定するかどう
かを示します。

[最終更新] の [ユーザー]

ファイルを最後に更新した人の名前。

[最終更新] の [日時]

ファイルが StarTeam に最後にチェックインされた日時。

[最終更新] の [ファイルのタイム スタンプ]

ファイルが最後に更新された日時。

[ロックされました] の [排他的にロックしているユーザー] ファイルを排他的にロックしているユーザーの名前。
[ロックされました] の [非排他的にロックしているユー
ザー]

ファイルを非排他的にロックしているユーザーの名前。

関連トピック

ファイル エディタ (19 ページ)

[アーカイブ] ページ
次の画像は、ファイル エディタの アーカイブ ページを示しています。
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次の表では、アーカイブ ページの読み取り専用プロパティを説明します。
プロパティ

説明

[タイプ]

ファイルが StarTeam (ネイティブ) ファイルとして格納
されているか、別の種類のファイルとして格納されている
かを示します。

[形式]

ファイルのデータ保管庫の形式。 StarTeam 2006 以降の
バージョンでは Native-II 形式のみを使用します。

[アーカイブ ファイル名]

チップ リビジョンを格納している Native-II データ保管庫
ファイルの名前。 この名前は、そのファイル リビジョン
の内容の MD5 値を 32 桁の 16 進文字列に変換したもので
す。
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プロパティ

説明

[圧縮]

ファイルの圧縮レベル。
•

デフォルト: [圧縮率を最大にする] と [速度を最大にす
る] のバランスを取ります。

•

圧縮率を最大にする: 最も圧縮率の高い方法でファイル
リビジョンを圧縮して、サーバー上のディスク領域を
節約します。

•

速度を最大にする: 最も高速な方法でファイル リビジョ
ンを圧縮して、サーバーのパフォーマンスを向上させ
ます。

•

なし: 圧縮を行いません。

関連トピック

ファイル エディタ (19 ページ)

[カスタム] ページ
次の画像は、ファイル エディタの カスタム ページの例を示しています。

22

|

StarTeam Web Client ユーザー インターフェイス ツアー

カスタム ページには、カスタム プロパティの名前と値が一覧表示されます。

関連トピック

ファイル エディタ (19 ページ)

[コメント] ページ
次の画像は、ファイル エディタの コメント ページを示しています。
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コメント ページの コメント テキスト ボックスを使って、ファイルに関する追加情報を記述することができ
ます。

関連トピック

ファイル エディタ (19 ページ)

変更要求エディタ
関連トピック

アイテム エディタ (18 ページ)
[概要] ページ (25 ページ)
[説明] ページ (26 ページ)
[解決策] ページ (27 ページ)

24

|

StarTeam Web Client ユーザー インターフェイス ツアー

[カスタム] ページ (28 ページ)
[添付ファイル] ページ (29 ページ)
[コメント] ページ (30 ページ)

[概要] ページ
次の画像は、変更要求エディタの 概要 ページを示しています。 必須フィールドは、赤で表示されています。
各フィールドの値は、デフォルト値です。

次の表では、概要 ページのプロパティを説明します。
プロパティ

説明

[ステータス]

変更要求の段階。

[優先度]

変更要求の重要度。

[タイプ]

変更要求の種類。 障害、提案 のいずれかです。

[重要度]

変更要求の難しさ。 低、普通、高のいずれかです。
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プロパティ

説明

[プラットフォーム]

変更要求を適用するオペレーティング システム プラット
フォーム。

[テスト済み最新ビルド]

障害が見つかったビルド、または障害が最後にテストされ
たビルド。

[外部参照]

変更要求の情報を提供した顧客などの外部情報源。

[以下のビルドで対応]

修正が最初に行われているビルド。

[以下のビルドで対応] の [ユーザー]

変更要求を解決した人の名前。 算出された読み取り専用の
値です。

[コンポーネント]

障害が発生したモジュール。

[カテゴリ]

障害が発生したサブコンポーネント。

[概要]

変更要求の概要。

[担当]

変更要求を現時点で担当している人の名前。

[担当] の [次の時点]

変更要求の担当者にその担当が割り振られた日時。 算出さ
れた読み取り専用の値です。

[提出] の [ユーザー]

変更要求を作成した人の名前。 算出された読み取り専用の
値です。

[提出] の [日時]

変更要求が作成された日時。 算出された読み取り専用の値
です。

関連トピック

変更要求の自動ワークフロー (71 ページ)
変更要求エディタ (24 ページ)

[説明] ページ
次の画像は、変更要求エディタの 説明 ページを示しています。
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次の表では、説明 ページのプロパティを説明します。
プロパティ

説明

[説明と再現手順]

変更要求についての漏れのない詳細な説明。

[テスト コマンド]

変更要求の解決策をテストするためのコマンド。

[説明] ページには、テストに使用するコマンドを探すための参照 (...) ボタンもあります。

関連トピック

変更要求エディタ (24 ページ)

[解決策] ページ
次の画像は、変更要求エディタの 解決策 ページを示しています。
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次の表では、解決策 ページのプロパティを説明します。
プロパティ

説明

[回避策]

変更要求に対する、解決 (修正) 以外の回避策。

[解決]

変更要求に対して実施された解決策。

関連トピック

変更要求エディタ (24 ページ)

[カスタム] ページ
次の画像は、変更要求エディタの カスタム ページの例を示しています。
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カスタム ページには、カスタム プロパティの名前と値が一覧表示されます。

関連トピック

変更要求エディタ (24 ページ)

[添付ファイル] ページ
変更要求エディタの 添付ファイル ページを示し、使い方を説明します。
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添付ファイル ページを使って、以下のように、変更要求に添付されたファイルを管理することができます。
•

追加... をクリックして、変更要求にローカル ファイルを添付します。

•

変更要求に添付されたファイルを削除するには、該当添付ファイルを選択して、削除 をクリックします。

•

ユーザーのローカル ドライブまたはネットワーク ドライブに添付ファイルを保存するには、該当添付
ファイルを選択して、名前を付けて保存... をクリックします。

関連トピック

変更要求エディタ (24 ページ)

[コメント] ページ
次の画像は、変更要求エディタの コメント ページを示しています。
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コメント ページの コメント テキスト ボックスを使って、変更要求に関する追加情報を記述することができ
ます。

関連トピック

変更要求エディタ (24 ページ)

要件エディタ
関連トピック

アイテム エディタ (18 ページ)
[要件] ページ (32 ページ)
[担当者] ページ (33 ページ)
[あいまいさの評価] ページ (34 ページ)
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[見積り] ページ (35 ページ)
[カスタム] ページ (37 ページ)
[添付ファイル] ページ (38 ページ)
[コメント] ページ (39 ページ)

[要件] ページ
次の画像は、要件エディタの 要件 ページを示しています。 必須フィールドは、赤で表示されています。 各
フィールドの値は、デフォルト値です。

次の表では、要件 ページのプロパティを説明します。
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プロパティ

説明

[名前]

要件名。

[作成者]

ビュー内で要件の最初のリビジョンを作成した人の名前。
算出された読み取り専用の値です。
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プロパティ

説明

[作成日時]

要件の最初のリビジョンが作成された日時。 算出された読
み取り専用の値です。

[添付ファイル]

要件に添付されているファイルの数。 算出された読み取り
専用の値です。

[変更者]

要件を最後に更新した人の名前。 算出された読み取り専用
の値です。

[変更日時]

要件が最後に更新された日時。 算出された読み取り専用の
値です。

[タイプ]

要件の種類。

[所有者]

要件を達成する最終責任を持つ人の名前。

[優先度]

要件の相対的重要度は、未割り当て (デフォルト) のままに
するか、必須、有用、または 望ましい にランク付けでき
ます。

[ステータス]

要件の現在の段階。 提出 から 却下、または 完了 までの進
捗を示します。
注: CCB への提出準備完了 ステータスは、変更管理
委員会 (CCB: Change Control Board) のレビューを
受ける準備が完了したことを示します。

[外部参照]

この要件に関する外部の情報源や参照先。 通常は、この要
件を依頼した社外の顧客名です。 CaliberRM から
StarTeam に要件を発行している場合、このプロパティに
はこの要件の ID が表示されます。

[説明]

要件の説明を表示します。通常、徐々に改訂が行われ、要
件のあいまいさが取り除かれていきます。

関連トピック

要件エディタ (31 ページ)

[担当者] ページ
次の画像は、要件エディタの 担当者 ページを示しています。
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対応可能な要員に要件を割り当てるには、1 人または複数のユーザーを選択し、選択したユーザーを追加し
ます。 ( ) をクリックして、担当者 リストに追加します。選択したユーザーを削除します。 ( ) をクリッ
クすると、担当者 リストから選択したユーザーが削除されます。

関連トピック

要件エディタ (31 ページ)

[あいまいさの評価] ページ
次の画像は、要件エディタの あいまいさの評価 ページを示しています。
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次の表では、あいまいさの評価 ページのプロパティを説明します。
プロパティ

説明

[検出されたあいまいな部分の数]

レビュー担当者が要件作成時の説明の中に見つけた、あい
まいな部分の数。

[改訂された説明]

作成時の説明があいまいであったなどの理由で改訂された
新しい説明を示します。

[コメント]

作成時の説明に含まれていたあいまいな部分についての情
報と、説明が改訂された理由を示します。

関連トピック

要件エディタ (31 ページ)

[見積り] ページ
次の画像は、要件エディタの 見積り ページを示しています。
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次の表では、見積り ページのプロパティを説明します。

36

|

プロパティ

説明

[予想作業量]

通常で予想される状況での、要件を実装するのにかかる時
間の見積もり。 CaliberRM から StarTeam に要件を発行
している場合、このテキスト ボックスには、時間数や日数
などの特定の単位に基づいたデータが既に入っています。
そうでない場合の単位は任意ですが、作業量の下限 および
作業量の上限 のテキスト ボックスの単位も同じにし、す
べての要件で一貫した単位を使用するべきです。

[作業量の上限]

最悪を想定した場合の、要件を実装するのにかかる時間の
見積もり。 CaliberRM から StarTeam に要件を発行して
いる場合、このテキスト ボックスには、時間数や日数など
の特定の単位に基づいたデータが既に入っています。 そう
でない場合の単位は任意ですが、作業量の下限 および 予
想作業量 のテキスト ボックスの単位も同じにし、すべて
の要件で一貫した単位を使用するべきです。
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プロパティ

説明

[作業量の下限]

最良を想定した場合の、要件を実装するのにかかる時間の
見積もり。 要件を CaliberRM からインポートしている場
合、このテキスト ボックスには、時間数や日数などの特定
の単位に基づいたデータが既に入っています。 そうでない
場合の単位は任意ですが、予想作業量 および 作業量の上
限 のテキスト ボックスの単位も同じにし、すべての要件
で一貫した単位を使用するべきです。

[メモ]

要件を実装するのにかかる予想作業量について、追加情報
を示すテキスト ボックス。

関連トピック

要件エディタ (31 ページ)

[カスタム] ページ
次の画像は、要件エディタの カスタム ページの例を示しています。

StarTeam Web Client ユーザー インターフェイス ツアー

|

37

カスタム ページには、カスタム プロパティの名前と値が一覧表示されます。

関連トピック

要件エディタ (31 ページ)

[添付ファイル] ページ
次の画像は、要件エディタの 添付ファイル ページを示しています。
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添付ファイル ページを使って、以下のように、要件に添付されたファイルを管理することができます。
•

追加... をクリックして、要件にローカル ファイルを添付します。

•

要件に添付されたファイルを削除するには、該当添付ファイルを選択して、削除 をクリックします。

•

ユーザーのローカル ドライブまたはネットワーク ドライブに添付ファイルを保存するには、該当添付
ファイルを選択して、名前を付けて保存... をクリックします。

関連トピック

要件エディタ (31 ページ)

[コメント] ページ
次の画像は、要件エディタの コメント ページを示しています。

StarTeam Web Client ユーザー インターフェイス ツアー

|

39

コメント ページの コメント テキスト ボックスを使って、要件に関する追加情報を記述することができま
す。

関連トピック

要件エディタ (31 ページ)

タスク エディタ
関連トピック

アイテム エディタ (18 ページ)
[タスク] ページ (41 ページ)
[リソース] ページ (42 ページ)
[時間] ページ (43 ページ)
[作業量] ページ (45 ページ)
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[メモ] ページ (46 ページ)
[カスタム] ページ (47 ページ)
[添付ファイル] ページ (48 ページ)
[コメント] ページ (49 ページ)

[タスク] ページ
次の画像は、タスク エディタの タスク ページを示しています。 必須フィールドは、赤で表示されていま
す。 各フィールドの値は、デフォルト値です。

次の表では、タスク ページのプロパティを説明します。
プロパティ

説明

[名前]

タスク名。
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プロパティ

説明

[担当者]

このタスクまたはサブタスクを完了する責任を持つ担当者
の名前。 他の人を追加要員として割り当てることもできま
す。

[マイルストーン]

タスクをマイルストーンとして扱うかどうかを示します。

[ステータス]

タスクの段階。以下のいずれかです。
•

保留 - 先行タスクが完了するのを待っています。

•

開始可能 - タスクの作業を開始できます。

•

実行中 - このタスクの作業が入力されました。

•

終了 - タスクは終了しています。

•

完了 - タスクは完了し、クローズしています。

•

中断 - タスクの作業が一時的に中断しています。通常
は、別のタスクが終了するのを待っているところです。

[優先度]

タスクの重要度。 デフォルト値は 中 です。 これらの優先
度は、Micorosoft Project における優先度と同じものです。
指定しない は、Microsoft Project 固有のオプションなの
で無視してください。

[期間]

タスクが完了するまでの予想時間数。

[完成度 %]

タスクの作業のうち、完了しているものの割合。

[注意点]

このタスクが注意を要することを、チーム リーダーやタス
クのレビュー担当者に知らせます。 注意を要する理由を
注意点 チェック ボックスの下のテキスト ボックスに入力
します。

関連トピック

タスク エディタ (40 ページ)

[リソース] ページ
次の画像は、タスク エディタの リソース ページを示しています。
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対応可能な要員にタスクを割り当てるには、1 人または複数のユーザーを選択し、選択したユーザーを追加
します。 ( ) をクリックして、タスク要員の割り当て リストに追加します。選択したユーザーを削除しま
す。 ( ) をクリックすると、タスク要員の割り当て リストから選択したユーザーが削除されます。

関連トピック

タスク エディタ (40 ページ)

[時間] ページ
次の画像は、タスク エディタの 時間 ページを示しています。
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時間 ページでは、タスク期間の予想開始日と終了日、および実際の開始日と終了日のずれを自動的に追跡し
ます。
次の表では、時間 ページのプロパティを説明します。
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プロパティ

説明

[計画] の [開始]

タスクの予想開始日。 デフォルト値は、現在の日にちで
す。

[計画] の [終了]

タスクの予想終了日。 デフォルト値は、現在の日にちで
す。

[計画] の [作業量]

タスクを完了するのに必要な予想時間数。

[実際] の [開始]

作業記録から算出した実際の開始日。

[実際] の [終了]

タスクのステータスが 終了 に変更された実際の終了日。

[実際] の [作業量]

作業記録から算出した、タスクを完了するのにかかった実
際の時間数。
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プロパティ

説明

[ずれ] の [開始]

開始予定日と実際の開始日のずれ (日数)。 算出された読み
取り専用の値です。

[ずれ] の [終了]

終了予定日と実際の終了日のずれ (日数)。 算出された読み
取り専用の値です。

[ずれ] の [作業量]

予定作業時間と実際の作業時間のずれ (時間数)。 算出され
た読み取り専用の値です。

関連トピック

タスク エディタ (40 ページ)

[作業量] ページ
次の画像は、タスク エディタの 作業量 ページを示しています。 作業記録用の必須フィールドは、赤で表示
されています。
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次の表では、作業量 ページのプロパティを説明します。
プロパティ

説明

[ユーザー名]

この作業記録の作業を実行した人の名前。 デフォルト値
は、現在のユーザーです。

[日付]

この作業記録に作業が記録された日にち。 デフォルト値
は、現在の日にちです。

[作業量]

この作業記録の作業に費やした時間数。

[残作業量]

タスクを完了するのに必要な残り時間数。

[コメント]

この作業記録でどのような作業を行ったかについて、追加
情報を入力するためのテキスト ボックス。

関連トピック

タスクの作業記録を管理する (73 ページ)
タスク エディタ (40 ページ)

[メモ] ページ
次の画像は、タスク エディタの メモ ページを示しています。
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メモ ページの メモ テキスト ボックスを使って、タスクに関する追加情報を記述することができます。

関連トピック

タスク エディタ (40 ページ)

[カスタム] ページ
次の画像は、タスク エディタの カスタム ページの例を示しています。
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カスタム ページには、カスタム プロパティの名前と値が一覧表示されます。

関連トピック

タスク エディタ (40 ページ)

[添付ファイル] ページ
次の画像は、タスク エディタの 添付ファイル ページを示しています。
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添付ファイル ページを使って、以下のように、タスクに添付されたファイルを管理することができます。
•

追加... をクリックして、タスクにローカル ファイルを添付します。

•

タスクに添付されたファイルを削除するには、該当添付ファイルを選択して、削除 をクリックします。

•

ユーザーのローカル ドライブまたはネットワーク ドライブに添付ファイルを保存するには、該当添付
ファイルを選択して、名前を付けて保存... をクリックします。

関連トピック

タスク エディタ (40 ページ)

[コメント] ページ
次の画像は、タスク エディタの コメント ページを示しています。

StarTeam Web Client ユーザー インターフェイス ツアー
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コメント ページの コメント テキスト ボックスを使って、タスクに関する追加情報を記述することができま
す。

関連トピック

タスク エディタ (40 ページ)

トピック エディタ
関連トピック

アイテム エディタ (18 ページ)
[トピック] ページ (51 ページ)
[オプション] ページ (52 ページ)
[カスタム] ページ (53 ページ)
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[添付ファイル] ページ (54 ページ)
[コメント] ページ (55 ページ)

[トピック] ページ
次の画像は、トピック エディタの トピック ページを示しています。 タイトル は、必須フィールドです。

次の表では、トピック ページのプロパティを説明します。
プロパティ

説明

[タイトル]

トピックのタイトル。

[作成者]

トピックを作成した人の名前。 算出された読み取り専用の
値です。

[作成日時]

トピックが作成された日時。 算出された読み取り専用の値
です。

StarTeam Web Client ユーザー インターフェイス ツアー
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プロパティ

説明

[添付ファイル]

トピックの添付ファイルの数。 算出された読み取り専用の
値です。

[変更者]

トピックを最後に更新した人の名前。 算出された読み取り
専用の値です。

[変更日時]

トピックが最後に更新された日時。 算出された読み取り専
用の値です。

[内容]

テキストで表したトピックの内容。

関連トピック

トピック エディタ (50 ページ)

[オプション] ページ
次の画像は、トピック エディタの オプション ページを示しています。
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トピックやレスポンスの受信者を指定するには、1 人または複数のユーザーを選択し、選択したユーザーを
追加します。 ( ) をクリックして、受信者 リストに追加します。 選択したユーザーを削除します。 ( ) を
クリックすると、受信者 リストから選択したユーザーが削除されます。
次の表では、オプション ページのプロパティを説明します。
プロパティ

説明

[受信者]

トピックまたはレスポンスの受信予定者。
注: 受信者全員を削除しない限り、自分自身を受信者
一覧から削除することはできません。 他に受信者が
残っていると、StarTeam では通知対象者のリストか
ら自分自身を削除することが許されません。

[優先度]

トピックの重要度。 低、普通、高 のいずれかです。

[ステータス]

トピックの状態。 アクティブ、非アクティブ のいずれか
です。

関連トピック

トピック エディタ (50 ページ)

[カスタム] ページ
次の画像は、トピック エディタの カスタム ページの例を示しています。
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カスタム ページには、カスタム プロパティの名前と値が一覧表示されます。

関連トピック

トピック エディタ (50 ページ)

[添付ファイル] ページ
次の画像は、トピック エディタの 添付ファイル ページを示しています。
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添付ファイル ページを使って、以下のように、トピックに添付されたファイルを管理することができます。
•

追加... をクリックして、トピックにローカル ファイルを添付します。

•

トピックに添付されたファイルを削除するには、該当添付ファイルを選択して、削除 をクリックします。

•

ユーザーのローカル ドライブまたはネットワーク ドライブに添付ファイルを保存するには、該当添付
ファイルを選択して、名前を付けて保存... をクリックします。

関連トピック

トピック エディタ (50 ページ)

[コメント] ページ
次の画像は、トピック エディタの コメント ページを示しています。
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コメント ページの コメント テキスト ボックスを使って、トピックに関する追加情報を記述することができ
ます。

関連トピック

トピック エディタ (50 ページ)
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ビュー セッション
関連トピック

ビュー セッションを開く (57 ページ)
アクティブなビュー セッションを閉じる (57 ページ)
StarTeam Server からログオフする (58 ページ)
最近開いたビューを管理する (75 ページ)

ビュー セッションを開く
1. サーバー リスト ボックスから利用可能な StarTeam Server を選択します。
StarTeam Server にログオンしていない場合は、ログオン ダイアログ ボックスが表示されます。
2. 表示された場合は、ユーザー名 ボックスに StarTeam ユーザー名、パスワード ボックスに対応するパス
ワードを入力します。
3. OK をクリックします。
プロジェクト リスト ボックスが選択可能な状態になります。
4. プロジェクト ボックスの一覧から選択可能なプロジェクトを選択します。
ビュー ボックスが選択可能な状態になります。
5. ビュー ボックスの一覧から使用可能なビューを選択します。
閲覧 ページおよびビュー セッションが開かれます。

関連トピック

スタート ページ (8 ページ)
概要: 閲覧ページ (12 ページ)
アイテム ページ (15 ページ)
[アイテム履歴] ページ (17 ページ)
ビュー セッション (57 ページ)

アクティブなビュー セッションを閉じる
アクティブなビュー セッションを閉じるには、ビュー リスト ボックスの右側にある このビューを閉じま
す。 ( ) をクリックするか、最近開いたビュー でアクティブなビューを右クリックして 閉じる を選択しま
す。

ビュー セッション

|

57

以下のいずれかの結果が生じます。
•

その StarTeam Server で開いているビューがこのビューだけであれば、その StarTeam Server からロ
グオフされます。

•

いずれかの StarTeam Server で他のビューを開いている場合には、直前にアクティブだったビューが再
びアクティブになります。

•

他のビューを何も開いていない場合は、StarTeam Server からログオフされ、スタート ページに戻りま
す。

関連トピック

概要: 閲覧ページ (12 ページ)
アイテム ページ (15 ページ)
[アイテム履歴] ページ (17 ページ)
ビュー セッション (57 ページ)

StarTeam Server からログオフする
StarTeam Server からログオフするには、タイトル バーのっ右側にある <ユーザー名> を <サーバー名>
からログオフ ( ) をクリックします。
以下のいずれかの結果が生じます。
•

いずれかの StarTeam Server で他のビューを開いている場合には、直前にアクティブだったビューが再
びアクティブになります。

•

他のビューを何も開いていない場合は、StarTeam Server からログオフされ、スタート ページに戻りま
す。

関連トピック

概要: 閲覧ページ (12 ページ)
アイテム ページ (15 ページ)
[アイテム履歴] ページ (17 ページ)
ビュー セッション (57 ページ)

最近開いたビューを管理する
ナビゲーション ペインの 最近開いたビュー パネルには、最近開いたビューのうち新しいもの 10 個に対す
るリンクが表示されます。 現在開いているビューは太字になり、アクティブなビューが一番上に表示されま
す。
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閉じる、削除する、または名前を変更する、最近開いたビューを右クリックして、次のうちいずれかのコマ
ンドをクリックします。
•

閉じる をクリックすると、選択したビューが閉じられます。
注: その最近開いたビューが現在開いていなければ、このコマンドは有効になりません。

•

削除 をクリックすると、その最近開いたビューが一覧から削除されます。

•

名前の変更 をクリックすると、名前を編集できます。 新しい名前を入力して、Enter を押すか、Esc を
押すか、そのビュー以外の場所をクリックします。 その最近開いたビューが、再度リンク表示されます。

最近開いたビューを開くには、次のステップを実行します。
1. 開きたい最近開いたビューをクリックします。
StarTeam Server にログオンしていない場合は、ログオン ダイアログ ボックスが表示されます。
2. 表示された場合は、ユーザー名 ボックスに StarTeam のユーザー名、パスワード ボックスに対応するパ
スワードを入力します。
3. OK をクリックします。
閲覧 ページおよびビュー セッションが開かれます。

関連トピック

スタート ページ (8 ページ)
[ナビゲーション] ペイン (9 ページ)
ビュー セッション (57 ページ)
ショートカットの使い方 (75 ページ)

ビュー セッション
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StarTeam Web Client のカスタマイズ
関連トピック

Web Client のオプションを指定する (60 ページ)
アイテム テーブルの列のサイズを変更する (61 ページ)
アイテム テーブルの列を追加、削除する (61 ページ)
組み込みアイテムの詳細を表示する (62 ページ)

Web Client のオプションを指定する
クライアント オプション ダイアログ ボックスを使用すると、次のオプションを指定できます。
•

アイテムを削除するかどうかを確認するメッセージを表示するかどうか

•

ビュー セッションを開いたときに、閲覧 ページ、範囲 パネル、および アイテム テーブル に表示される
デフォルトのアイテム タイプ

•

アイテムのエディタを開いている間、そのアイテムを自動的にロックするかどうか

•

ダウンロード中にファイルを自動的にロックするかどうか

•

手動で行ったアイテムのロックを、編集後に自動的に解除するかどうか

Web Client のオプションを指定するには:
1. タイトル バーの オプション リンクをクリックします。
クライアント オプション ダイアログ ボックスが表示されます。
2. アイテムを削除するかどうかを確認するメッセージを表示しない場合は、削除の確認 チェック ボックス
をオフにします。
3. デフォルト アイテム タイプ ボックスの一覧から、ビュー セッションを開いたときに 閲覧 ページ、範囲
ペイン、およびアイテム テーブルに表示するデフォルトのアイテム タイプを選択します。
4. タイプ ボックスの一覧から、アイテム タイプを選択します。 編集時に排他的にロックする チェック ボッ
クスと 手動で追加したロックを編集後に解除する チェック ボックスをオンにするか、オフにしたままに
します。
5. タイプ ボックスの一覧の各アイテム タイプについて手順 4 を繰り返します。 ファイル アイテム タイプ
では、ダウンロード時にファイルを排他的にロックする チェック ボックスもオンにするか、オフにした
ままにします。
6. OK をクリックします。

60

|

StarTeam Web Client のカスタマイズ

関連トピック

スタート ページ (8 ページ)
概要: 閲覧ページ (12 ページ)
アイテム ページ (15 ページ)
[アイテム履歴] ページ (17 ページ)
StarTeam Web Client のカスタマイズ (60 ページ)

アイテム テーブルの列のサイズを変更する
1. ビュー セッションを開きます。
閲覧 ページおよびビュー セッションが開かれます。
2. 特定のアイテム、またはアイテムのグループを閲覧します。
アイテム テーブルにアイテムが一覧表示されます。
3. アイテム テーブルの列の幅を変更するには、その列の境界の上にカーソルを移動します。 カーソルが双
方向矢印の形になったら ( )、必要な列幅になるまで境界をクリック アンド ドラッグします。
列幅の設定は、そのアイテム テーブルがアクティブの間、維持されます。

関連トピック

概要: 閲覧ページ (12 ページ)
概要: 閲覧ページ (12 ページ)
StarTeam Web Client のカスタマイズ (60 ページ)

アイテム テーブルの列を追加、削除する
1. ビュー セッションを開きます。
閲覧 ページおよびビュー セッションが開かれます。
2. 特定のアイテム、またはアイテムのグループを閲覧します。
アイテム テーブルにアイテムが一覧表示されます。
3. アイテム テーブルの列の上にカーソルを移動します。各列右端にある下向き矢印をクリックして、列を
選択します。
選択されたフィルタで表示可能なすべての列のチェック ボックスの一覧が、コンテキスト サブメニュー
に表示されます。 デフォルトでは、サブメニューに表示されるすべてのチェック ボックスがオンになっ
ているため、すべての列がアイテム テーブルに表示されます。
4. アイテム テーブルから削除する列のチェック ボックスをオフにします。または、アイテム テーブルに追
加する列のチェック ボックスをオンにします。
列の設定は、そのアイテム テーブルがアクティブの間、維持されます。

StarTeam Web Client のカスタマイズ
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関連トピック

概要: 閲覧ページ (12 ページ)
StarTeam Web Client のカスタマイズ (60 ページ)

組み込みアイテムの詳細を表示する
アイテム テーブルのレコードには、選択されたフィルタに定義された、アイテムのプロパティ値のサブセッ
トが表示されます。 組み込みアイテムの詳細を使用すると、アイテム テーブルには表示されない、アイテ
ムのプロパティを表示できます。
組み込みアイテムの詳細を表示するには:
1. ビュー セッションを開きます。
閲覧 ページおよびビュー セッションが開かれます。
2. 特定のアイテム、またはアイテムのグループを閲覧します。
アイテム テーブルにアイテムが一覧表示されます。
3. 組み込みアイテムの詳細を表示させるレコードの、左側にあるプラス記号 (+) をクリックします。
レコードが拡張し、組み込みアイテムの詳細が表示されます。

関連トピック

概要: 閲覧ページ (12 ページ)
StarTeam Web Client のカスタマイズ (60 ページ)
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アイテムの閲覧
関連トピック

参照するアイテムの範囲を定義する (63 ページ)
特定のアイテムを検索する (64 ページ)
グループ化したプロパティ値 (リスト形式) によってアイテムをフィルタリングする (64 ページ)
グループ化したプロパティ値 (グラフ形式) によってアイテムをフィルタリングする (65 ページ)

参照するアイテムの範囲を定義する
ビュー セッションを開くと、閲覧 ページの 範囲 パネルで、デフォルトの フォルダ (ルート)、アイテム タ
イプ、および フィルタ が選択されます。アイテム テーブル に最初に一覧表示されるアイテム レコードに
は、これらのデフォルト設定が反映されます。
注: デフォルトのアイテム タイプは、クライアント オプション ダイアログ ボックスで指定します。詳
細については、「 Web Client のオプションを指定する (60 ページ)」を参照してください。
参照するアイテムの範囲を定義するには:
1. ビュー セッションを開きます。
2. 範囲 パネルで、フォルダ ( ) リスト ボックスからビュー フォルダを選択します。
ヒント: 参照するアイテムの範囲に、選択したフォルダの子フォルダを含める場合は、すべての子孫
( ) トグル ボタンを選択してください。
3. アイテム タイプ リスト ボックスから、アイテム タイプを選択します。
4. 省略可能: フィルタ ( ) リスト ボックスからパブリック フィルタを選択します。デフォルトでは、デ
フォルトのパブリック フィルタが選択されます。
パブリック フィルタを選択すると、アイテム テーブル に一覧表示されるアイテム レコードは、フィル
タに定義されているプロパティ値によってソートされます。フィルタには、アイテム テーブル で利用で
きるデフォルトの列と、リファイン パネルで利用できるグループも定義されています。
注: パブリック フィルタは、フィルタ ( ) リスト ボックスで利用できるように、関連する StarTeam
Server で定義されている必要があります。パブリック フィルタがない場合、デフォルトの Web
Client フィルタは、単純に、指定されたフォルダ内の指定されたタイプに一致するすべてのアイテム
を返します。

アイテムの閲覧
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関連トピック

[範囲] ペインと [リファイン] ペイン (13 ページ)
アイテムの閲覧 (63 ページ)

特定のアイテムを検索する
特定のテキスト値を検索することによって、アイテム テーブルにリストされるレコードの範囲をさらに絞り
込むことができます。この検索では大文字と小文字が区別されます。
特定のアイテムを検索するには、以下の手順を行います。
1. 参照するアイテムの範囲を定義します。
2. リファイン パネルで、フィルタ内で検索 テキスト ボックスにテキスト値を入力して、Enter キーを押し
ます。
アイテム テーブルに、指定されたテキスト値を含むレコードのみが一覧表示されます。
ヒント: アイテム テーブルに表示されていた元のアイテム レコードの一覧に戻すには、フィルタの
リセット ( ) をクリックします。

関連トピック

[範囲] ペインと [リファイン] ペイン (13 ページ)
アイテムの閲覧 (63 ページ)

グループ化したプロパティ値 (リスト形式) によってアイテム
をフィルタリングする
パブリック フィルタを使用して、参照するアイテムの範囲を定義するには、以下の手順でグループ化したプ
ロパティ値を使用し、アイテム テーブルに一覧表示されるアイテム レコードの範囲をさらに絞り込みます。
注: この例では、変更要求をプロパティ ステータス と 担当者 によってフィルタリングします。そし
て、リファイン パネルで、リスト形式でグループ化したプロパティ値によって、アイテム テーブルに
一覧表示されるアイテム レコードをフィルタリングします。
1. リファイン パネルのタイトル バーで、グラフの切り替え ( ) が選択されていないことを確認します。
2. リファイン パネルで、ステータス リスト ボックスのタイトル バーの右にある 下向き矢印 をクリックし
ます。
ステータス リスト ボックスが開き、プロパティ ステータス の分配情報が、各値に一致するアイテム テー
ブル内のアイテム レコードの数と共に表示されます。すべて (すべてのグループ化したプロパティを表
すデフォルト値) は常に一覧の先頭にあり、表示される数値はアイテム テーブル内のアイテム レコード
の総数と一致しています。
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3. ステータス リスト ボックスから、グループを選択します。
アイテム テーブルに、選択した ステータス 値を持つアイテム レコードのみが一覧表示されます。
4. 担当者 リスト ボックスのタイトル バーの右にある 下向き矢印 をクリックします。
担当者 リスト ボックスが開き、プロパティ 担当者 の分配情報が表示されます。担当者 リスト ボックス
の分配情報は、アイテム テーブルの新しいアイテム レコードの一覧と一致するように絞り込まれていま
す。
5. 担当者 リスト ボックスから、グループを選択します。
アイテム テーブルに、選択した ステータス 値と 担当者 値の両方を持つアイテム レコードのみが一覧表
示されます。
ヒント: アイテム テーブルに表示されていた元のアイテム レコードの一覧に戻して、他のグループ
の組み合わせを選択するには、フィルタのリセット ( ) をクリックします。

関連トピック

[範囲] ペインと [リファイン] ペイン (13 ページ)
アイテムの閲覧 (63 ページ)

グループ化したプロパティ値 (グラフ形式) によってアイテム
をフィルタリングする
パブリック フィルタを使用して参照するアイテムの範囲を定義するには、以下の手順でグループ化したプロ
パティ値を使用し、アイテム テーブルに一覧表示されるアイテム レコードの範囲をさらに絞り込みます。
注: この例では、変更要求をプロパティ ステータス と 担当者 によってフィルタリングします。そし
て、リファイン パネルで、グラフ形式でグループ化したプロパティ値によって、アイテム テーブルに
一覧表示されるアイテム レコードをフィルタリングします。
1. リファイン パネルのタイトル バーで、グラフの切り替え ( ) が選択されていることを確認します。
2. リファイン パネルで、プロパティ リスト ボックスから ステータス: すべて を選択します。
注: プロパティ リスト ボックスの各オプションには、アイテム テーブル内のアイテム レコードの
総数が表示されます。
ステータス パイ チャートは、プロパティ ステータス のグラフィカルな分配情報を示しています。
3. ステータス パイのスライスの上にカーソルを移動します。
ツール チップに、プロパティ値と、アイテム テーブル内でその値と一致するアイテム レコードの数が表
示されます。
4. ステータス パイのスライスをクリックします。
パイのスライスが強調表示され、アイテム テーブルに、選択した ステータス 値を持つレコードのみが一
覧表示されます。プロパティ リスト ボックスのオプション 担当者 には、アイテム テーブル内で絞り込
まれたアイテム レコードの数が表示されます。
5. プロパティ リスト ボックスから 担当者: すべて を選択します。
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担当者 パイ チャートは、プロパティ 担当者 のグラフィカルな分配情報を示しています。
6. 担当者 パイのスライスの上にカーソルを移動します。
ツール チップに、プロパティ値と、アイテム テーブル内でその値と一致するアイテム レコードの数が表
示されます。
7. 担当者 パイのスライスをクリックします。
パイのスライスが強調表示され、アイテム テーブルに、選択した ステータス 値と 担当者 値の両方を持
つアイテム レコードのみが一覧表示されます。
ヒント: アイテム テーブルに表示されていた元のアイテム レコードの一覧に戻して、他のグループ
の組み合わせを選択するには、フィルタのリセット ( ) をクリックします。

関連トピック

[範囲] ペインと [リファイン] ペイン (13 ページ)
アイテムの閲覧 (63 ページ)
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アイテムの管理
関連トピック

アイテムを作成する (67 ページ)
アイテムを編集する (68 ページ)
アイテムをロックおよびロック解除する (68 ページ)
アイテムを削除する (69 ページ)
履歴リビジョンで作業する (70 ページ)
ファイルをダウンロードする (70 ページ)
変更要求の自動ワークフロー (71 ページ)
タスクの作業記録を管理する (73 ページ)

アイテムを作成する
1. 新しいアイテムを追加するビュー フォルダを参照します。
2. アイテム タイプ リスト ボックスのアイテム タイプが、作成するアイテム タイプと一致していることを
確認します。
注: Web Client は、現在ファイルのアップロードをサポートしていません。
3. アイテム テーブル のツールバーで 新規作成 ( ) をクリックします。
指定されたタイプの新規作成アイテム エディタが アイテム ページに表示されます。
4. アイテム エディタ ページの各タブで、アイテムのライフサイクルの初期段階に対応する情報を設定しま
す。少なくとも、赤で表示されたフィールドに必要な情報を入力します。
5. [保存] をクリックします。
アイテムが保存され、閉じられます。

関連トピック

概要: 閲覧ページ (12 ページ)
アイテム テーブルのツールバー ボタン (15 ページ)
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アイテム ページ (15 ページ)
アイテム エディタ (18 ページ)
アイテムの管理 (67 ページ)

アイテムを編集する
1. 編集するアイテムを参照します。
注: アイテム タイプがファイルの場合、編集できるのは特定のファイル プロパティのみです。
2. アイテム テーブルで、アイテム レコードをダブルクリックするか、アイテム レコードを選択して、ツー
ルバーで プロパティ ( ) をクリックします。
アイテム ページにアイテム エディタが開きます。
ヒント: 複数のアイテム レコードを選択するには、Ctrl キーと Shift キーを使用します。
3. 必要な変更を加えて、保存 をクリックします。
アイテムが保存され、閉じられます。

関連トピック

概要: 閲覧ページ (12 ページ)
アイテム テーブルのツールバー ボタン (15 ページ)
アイテム ページ (15 ページ)
アイテム エディタ (18 ページ)
アイテムの管理 (67 ページ)

アイテムをロックおよびロック解除する
ファイルをダウンロードしたり、アイテムのプロパティを編集する前に、そのファイルやアイテムを排他的
にロックして、変更しようとしていることを他のチーム メンバに伝えられます。次に説明する手順でアイテ
ムを手動でロックまたはロック解除するか、オプション ダイアログ ボックスでロック ステータス オプショ
ンをグローバルに設定できます。詳細については、「 Web Client のオプションを指定する (60 ページ)」
を参照してください。
アイテムを排他的にロックすると、そのロックが解除されるまで、他のメンバはそのアイテムの新しいリビ
ジョンを作成できなくなります。アイテムが他のメンバによって排他的にロックされている場合、そのプロ
パティは確認できますが、変更はできません。アイテム エディタのタイトル バーに、「読み取り専用」と
いうメッセージと、そのアイテムをロックしているユーザーの名前が表示されます。
アイテムをロックまたはロック解除するには、次の手順を実行します。
1. ロックまたはロック解除するアイテムを参照します。
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2. アイテム テーブルでアイテム レコードを選択します。
ヒント: 複数のアイテム レコードを選択するには、Ctrl キーと Shift キーを使用します。
3. アイテム テーブルのツールバーにある ロック/ロック解除... ( ) をクリックします。
ダイアログ ボックスが表示されます。
4. 次のいずれかのロック ステータス オプションを選択します。
•

[ロック解除しました]: 選択しているアイテムにかけている排他的ロックまたは非排他的ロックを解
除します。

•

[排他的]: 自分でロックを解除するか、他のメンバによってロックが強制解除されるまで、他のメン
バがこのアイテムの新しいリビジョンを作成できないようにします。

•

[非排他的]: そのアイテムで作業中であり、変更する可能性があることを知らせます。このオプショ
ンはファイル以外のアイテムにはお勧めできません。

•

[既存ロックの強制解除]: そのアイテムにチームの他のメンバがかけているロックを強制解除します。
電子メール通知が有効な場合は、StarTeam が、ロックが強制解除されたチーム メンバに自動通知を
送信します。
注: 他のチーム メンバのロックを強制解除できる適切な権限が許可されている必要があります。

5. OK をクリックします。

関連トピック

アイテム テーブルのツールバー ボタン (15 ページ)
概要: 閲覧ページ (12 ページ)
アイテムの管理 (67 ページ)

アイテムを削除する
1. 削除するアイテムを参照します。
2. アイテム テーブルでアイテム レコードを選択します。
ヒント: 複数のアイテム レコードを選択するには、Ctrl キーと Shift キーを使用します。
3. アイテム テーブルのツールバーで 削除 ( ) をクリックします。
確認ダイアログ ボックスが表示されます。
4. はい をクリックします。
アイテムが削除されます。
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関連トピック

アイテム テーブルのツールバー ボタン (15 ページ)
概要: 閲覧ページ (12 ページ)
アイテムの管理 (67 ページ)

履歴リビジョンで作業する
アイテムの履歴リビジョンで作業するには:
1. 対象アイテムを参照します。
2. アイテムを開くか、アイテム テーブルでアイテム レコードを選択します。
3. アイテム テーブルのツールバーで 履歴 ( ) をクリックするか、アイテム エディタで 履歴 をクリックし
ます。
アイテム履歴ページが開きます。
4. 作業するリビジョン レコードを右クリックして、以下のオプションのいずれかを選択します。
•

プロパティ を選択すると、アイテム エディタでリビジョンを確認できます。

•

コメントの編集 を選択すると、リビジョンの コメントの編集 ページでエントリを編集できます。

•

リビジョンがファイルの場合、チェックアウト を選択すると、ローカル ドライブまたはネットワーク
ドライブにファイルをダウンロードできます。

関連トピック

概要: 閲覧ページ (12 ページ)
アイテム テーブルのツールバー ボタン (15 ページ)
[アイテム履歴] ページ (17 ページ)
アイテムの管理 (67 ページ)

ファイルをダウンロードする
1. ダウンロードするファイルを参照します。
2. アイテム テーブルでファイル レコードを選択します。
3. アイテム テーブルツールバーで、チェックアウト... ( ) をクリックします。
確認ダイアログ ボックスが表示されます。
4. 保存 をクリックします。
Windows の 名前を付けて保存 ダイアログ ボックスが開きます。
5. ファイルを保存する場所を参照し、保存 をクリックします。
ファイルが保存されます。

70

|

アイテムの管理

関連トピック

アイテム テーブルのツールバー ボタン (15 ページ)
概要: 閲覧ページ (12 ページ)
アイテムの管理 (67 ページ)

変更要求の自動ワークフロー
注: ここでは、StarTeam における変更要求のデフォルトの自動ワークフローについて説明します。
Web Client 管理者が組織に合うようにワークフローをカスタマイズしている場合、そのワークフロー
はここで説明するものと大幅に異なる可能性があります。
次の図は、デフォルトの変更要求ワークフローです。図中の四角は、変更要求が提出されてから対応完了と
なるまでの各ステップを表しています。これらの四角には、行われる作業の内容と、おそらくその作業を担
当することになるチーム メンバが示してあります。矢印は、各ステップの時点での変更要求のステータスを
示しています。

以下の表には、ステータスによって変化する変更要求のデフォルト値を示します。
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デフォルトのワークフロー ステップ

変更要求のステータス

デフォルト プロパティ値の変化

提出/割り当て

•

•

[以下のビルドで対応] - 無効。

•

[(提出) ユーザー] - 変更要求を作
成した人の名前。算出された読み
取り専用の値です。

•

[(提出) 日時] - 変更要求が作成さ
れた日時。算出された読み取り専
用の値です。

割り当て/解決

解決/ビルド
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[新規]

•

[対応開始]

•

[ステータス] [処理中] のス
テータスが選択可能になります。

•

[再現不能]

•

•

[設計どおり]

[ステータス] - 変更要求の検証また
は対応再開のみが可能です。

•

[重複]

•

•

[以下のビルドで対応] - フィールド
は無効になります。

[先送り]

•

[(以下のビルドで対応) ユーザー]
- 変更要求を解決した人の名前。算
出された読み取り専用の値です。

•

[担当] - 変更要求を作成した人の名
前。

•

[ステータス] - 変更要求の検証また
は対応再開のみが可能です。

•

[以下のビルドで対応] - "次のビル
ド"。次のビルドのラベルが作成さ
れると、"次のビルド" という値は
そのビルド ラベルの名前に置き換
えられるので、テスト担当者は変
更要求の検証時に使用するビルド
を正しく把握できます。

•

[担当] - 変更要求を作成した人の名
前。

•

[解決]

•

[記録]

デフォルトのワークフロー ステップ

変更要求のステータス

デフォルト プロパティ値の変化

検証

•

[検証終了 (再現不能)]

•

•

[検証終了 (設計どおり)]

[ステータス] - 変更要求の対応完了
または対応再開が可能です。

•

[検証終了 (重複)]

•

[検証終了 (先送り)]

•

[検証終了 (解決)]

•

[検証終了 (記録)]

•

[対応完了 (再現不能)]

•

•

[対応完了 (設計どおり)]

[ステータス] - 変更要求の対応再開
が可能です。

•

[対応完了 (重複)]

•

[対応完了 (先送り)]

•

[対応完了 (解決)]

•

[対応完了 (記録)]

•

[対応開始]

•

[以下のビルドで対応] - 空白。

•

[担当] - ステータスを [解決] また
は [記録] に変更した人の名前。

対応完了

対応再開

関連トピック

[概要] ページ (25 ページ)
アイテムの管理 (67 ページ)

タスクの作業記録を管理する
タスクに対して作業を行ったユーザーは、行った作業内容とそれに費やした時間を示す作業記録を追加する
ことができます。たとえば、あるタスクについて 1 日目に 1 時間、2 日目に 3 時間の作業を行った場合、1
日に 1 つずつ、計 2 つの作業記録を入力することになります。また、既に入力した作業記録の編集および削
除を行うことができます。
タスクに作業記録を追加するには:
1. タスクの 作業 ページの ユーザー名 リスト ボックスのデフォルト値は、使用しているユーザーの名前に
なります。他のチーム メンバの作業記録を追加するには、リストから該当する名前を選択します。
2. 日付 ボタンをクリックして、作業記録の日付を選択します。
3. 作業を行った時間数を 作業量 テキスト ボックスに入力します。
4. そのタスクの作業を完了させるのに必要となる残り時間 (時間単位) を 残作業量 テキスト ボックスに入
力します。
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5. 省略可能: コメント テキスト ボックスに詳細情報を入力します。
6. 追加 をクリックします。
作業記録が 作業記録 パネルに追加されます。次の方法で、既存の作業記録を変更できます。
•

既存のレコードを基にして作業記録を追加するには、レコードを選択して編集し、追加 をクリックし
ます。

•

作業記録を編集するには、レコードを選択して更新し、保存 をクリックします。

•

作業記録を削除するには、レコードを選択して 削除 をクリックします。

関連トピック

[作業量] ページ (45 ページ)
アイテムの管理 (67 ページ)
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ショートカットの使い方
関連トピック

最近開いたビューを管理する (75 ページ)
お気に入りを管理する (76 ページ)
Web Client の URL を利用する (76 ページ)

最近開いたビューを管理する
ナビゲーション ペインの 最近開いたビュー パネルには、最近開いたビューのうち新しいもの 10 個に対す
るリンクが表示されます。 現在開いているビューは太字になり、アクティブなビューが一番上に表示されま
す。
閉じる、削除する、または名前を変更する、最近開いたビューを右クリックして、次のうちいずれかのコマ
ンドをクリックします。
•

閉じる をクリックすると、選択したビューが閉じられます。
注: その最近開いたビューが現在開いていなければ、このコマンドは有効になりません。

•

削除 をクリックすると、その最近開いたビューが一覧から削除されます。

•

名前の変更 をクリックすると、名前を編集できます。 新しい名前を入力して、Enter を押すか、Esc を
押すか、そのビュー以外の場所をクリックします。 その最近開いたビューが、再度リンク表示されます。

最近開いたビューを開くには、次のステップを実行します。
1. 開きたい最近開いたビューをクリックします。
StarTeam Server にログオンしていない場合は、ログオン ダイアログ ボックスが表示されます。
2. 表示された場合は、ユーザー名 ボックスに StarTeam のユーザー名、パスワード ボックスに対応するパ
スワードを入力します。
3. OK をクリックします。
閲覧 ページおよびビュー セッションが開かれます。

ショートカットの使い方
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関連トピック

スタート ページ (8 ページ)
[ナビゲーション] ペイン (9 ページ)
ビュー セッション (57 ページ)
ショートカットの使い方 (75 ページ)

お気に入りを管理する
ナビゲーション ペインの お気に入り パネルには、新しく作成したお気に入りに対するリンクが 20 個まで
表示されます。 お気に入り ショートカットを使用すると、アイテム テーブルの一連のアイテム レコードに
移動したり、特定のアイテムやアイテム リビジョンを開くことができます。
お気に入りを作成するには、お気に入りとして追加するアイテムまたは一連のアイテム レコードを参照し
て、お気に入り パネルのタイトル バーにある お気に入りを作成 ( ) をクリックします。 新しいお気に入
りが一覧に追加されます。
お気に入りを削除したり名前を変更するには、そのお気に入りを右クリックして、次のうちどちらかのオプ
ションをクリックします。
•

削除 をクリックすると、一覧からそのお気に入りを削除できます。

•

名前の変更 をクリックすると、名前を編集できます。 新しい名前を入力して、Enter を押すか、Esc を
押すか、そのお気に入り以外の場所をクリックします。 そのお気に入りが、再度リンク表示されます。

お気に入りを開くには、次のステップを実行します。
1. 開きたいお気に入りをクリックします。
StarTeam Server にログオンしていない場合は、ログオン ダイアログ ボックスが表示されます。
2. 表示された場合は、ユーザー名 ボックスに StarTeam のユーザー名、パスワード ボックスに対応するパ
スワードを入力します。
3. OK をクリックします。
お気に入りが開かれます。

関連トピック

スタート ページ (8 ページ)
[ナビゲーション] ペイン (9 ページ)
ショートカットの使い方 (75 ページ)

Web Client の URL を利用する
Web Client の URL は、アイテム テーブルにアイテム レコードの一覧を表示するため、あるいは特定のア
イテムまたはアイテム リビジョンを開くために使用できます。
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1. 目的の Web Client の場所を参照し、お気に入り パネルのタイトル バーで URL の生成 ( ) をクリック
します。
リソース URL ダイアログ ボックスが開き、URL が強調表示されます。
2. Ctrl+C を押して、OK をクリックします。
URL が Windows クリップボードにコピーされます。これを電子メールまたはドキュメントにリンクと
して貼り付けて、同じ Web サーバーを使用する他のユーザーに配布できます。
3. Web Client の URL を開くには、コピーされた URL をブラウザのアドレス フィールドに貼り付けて
Enter キーを押すか、電子メールまたはドキュメントで URL リンクをクリックします。
StarTeam Server にログオンしていない場合は、ログオン ダイアログ ボックスが表示されます。
4. ユーザー名 テキスト ボックスに StarTeam ユーザー名、パスワード テキスト ボックスに対応するパス
ワードを入力します。
5. OK をクリックします。
URL が開きます。

関連トピック

[ナビゲーション] ペイン (9 ページ)
ショートカットの使い方 (75 ページ)

ショートカットの使い方
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