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StarTeam Cross-Platform Client
このセクションでは、Cross-Platform Client の使用に関連する手順と概念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 の基本
本セクションのトピックでは、StarTeam の基本概念についての概要を提供します。
テストとレポート
テストとレポート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。
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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
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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
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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。

Notification Agent

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 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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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
ビューに 再生 を開始します。

ビュー比較/マージ... メニュー オプションを使用して、別の

♦ 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:
ItemPresentInTarget:
ItemDeletedInSource:
ItemDeletedInTarget:

true.
true.
false.
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:
ItemPresentInTarget:
ItemDeletedInSource:
ItemDeletedInTarget:

true
false
false
true

Default Action: Ignore
Legal Actions: Ignore; Share; Reverse Share; Needs Review
[600]: Deleted in target
ItemPresentInSource:
ItemPresentInTarget:
ItemDeletedInSource:
ItemDeletedInTarget:

true
false
false
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。
関連概念
変更パッケージの概要
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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
Java API Reference
COM API Reference
Release Notes（readme_SDK.html）

StarTeam
StarTeam
StarTeam
StarTeam

SDK
SDK
SDK
SDK

のプログラマ ガイドの HTML 版。
の JavaDoc。
の COM ビルディング ブロック。
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）
Release Notes（readme_Datamart_en.html）

この製品のユーザー ガイドの PDF 版。
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 の基本
本セクションのトピックでは、StarTeam の基本概念についての概要を提供します。
このセクションの内容
コンテナ
StarTeam に関連するコンテナの概念について説明します。
成果物
StarTeam に関係のある成果物の概念について説明します。
成果物とアイテム
StarTeam における成果物とアイテムの違いについて説明します。
フォルダ
フォルダ階層の概要を説明します。
ファイル
バージョン管理下でのファイルの動作について説明します。
変更要求
変更要求コンポーネントとそこに組み込まれたワークフローについて説明します。
要件
要件コンポーネントについて説明します。
タスク
タスク コンポーネントについて説明します。
トピック
トピック コンポーネントについて説明します。
リンク： 内部および外部
StarTeam に関連するリンクの概念について説明します。
ラベル
StarTeam に関係のあるラベルの概念について説明します。
分岐、マージ、ドット記法
このトピックでは、StarTeam に関係のある分岐、マージ、ドット記法の概念について説明します。
共有と「チープ コピー」
StarTeam に関係のある共有の概念について説明します。
プロモーション状態
StarTeam に関係のあるプロモーション状態の概念について説明します。
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コンテナ
StarTeam のサーバー構成、プロジェクト、ビューは、コンテナ となり、ユーザーはここで、アプリケーションやモジュール、ビ
ジネス ユニット、その他の分類に基づいて、成果物を整理することができます。 これら 3 つの基本コンテナを以下の図に
示します：

サーバー構成
サーバー構成 は、「リポジトリ」または「インスタンス」とも称されます。 1 つの総体として相互に関連し管理することができ
るすべてのファイル、変更要求とその他の成果物は、同じサーバー構成内に置かれます。
注: ドキュメント全体を通じて、用語 サーバー構成 と サーバー は、随時同じ意味で使用されます。 これは、各サーバー構
成が独自のサーバー マシン上に配置され、それぞれの StarTeam のサーバー プロセスによって管理されることが多
いからです。 ただし、StarTeam では、複数のサーバー構成とサーバー プロセスを 1 つのマシン上に置くことができる
ため、サーバー構成とマシンとの関係は 1 対 1 ではないことに注意してください。

プロジェクト
サーバー構成内において、成果物は プロジェクト 内に整理されます。プロジェクトは、関連のあるアイテムを一連のフォル
ダに階層的にグループ化して管理します。 プロジェクトを作成することで、ファイルをバージョン管理下に置き、要件を設定
し、変更要求を追跡し、タスクを管理し、ユーザーのアクションを監査し、プロジェクトについて検討することができます。 各
プロジェクトには少なくとも 1 つのビューがあり、このビューのことを初期ビューまたはルートビューと呼びます。 たとえば、
ソフトウェア製品のプロジェクトには、製品の機能仕様、マーケティング要件、ソース コード、テスト スイートなどについての
ファイルがあり、これらはすべて初期ビュー内の異なるフォルダに格納されます。 次の製品リリースに移行した場合、これ
らのフォルダに新しいビューを追加できます。 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。
サーバー構成を使用し始める前に、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複数
のプロジェクトを保持することができ、それぞれが、特定のチーム、アプリケーション、またはコンポーネントのライフサイク
ルのニーズを優先します。 上図における構成には、2 つのプロジェクトがあります：BedRock（おそらく基本的なコンポーネ
ント用）、および、AppSuite（一般的なソフトに属するアプリケーション用などに使用）。
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ビュー
StarTeam プロジェクトはそれぞれ、1 つ以上の ビュー から構成されます。 ビューは「サブプロジェクト」として考えてくださ
い --- これは特定のアクティビティをサポートするプロジェクトのコンテンツのサブセットです。 すべてのプロジェクトは、自
動的に メイン ビュー を受け取り、それを通して、フォルダ、ファイルその他のオブジェクトを整理できます。 追加の 子ビュ
ー を作成し、メイン プロジェクト情報、プロジェクト情報の履歴スナップショット、または新しい開発作業のための作業領域
のサブセットを表すことができます。 StarTeam は、ビュー作成のためのさまざまなオプションを提供して、広範囲にわたる
開発シナリオをサポートします。

ワークスペース
上記の 3 つの基本コンテナのほかに、StarTeam は、ワークスペース と呼ぶクライアント側のコンテナをサポートしていま
す。 ワークスペースは、コンピュータ上に存在するフォルダの階層や共有ファイル サーバー上の個人用ディレクトリです。
ただし、プロジェクトは、作業フォルダおよび子フォルダと厳密に一致している必要はありません。 たとえば、子フォルダをプ
ロジェクトから除いたり、既存プロジェクトの特定の子フォルダだけを作業フォルダにコピーしても構いません。 ファイルを追
加またはチェックインすると、アプリケーションは、作業フォルダからリポジトリにそのファイルをコピーします。 ファイルをチ
ェックアウトすると、リポジトリから作業フォルダにそのファイルがコピーされます。
ワークスペースは、チェックイン/チェックアウト操作を行うために、十分に定義された領域を提供するほか、このワークスペ
ースによって、StarTeam は各ファイルの次のようなステータスを処理することが可能になっています：どのファイルが前回
チェックアウトされてから変更されているか、どのファイルが古いリビジョンになっているか、など。
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成果物
典型的なソフトウェア開発ライフサイクルには、要件、モデル、グラフィックス、変更要求、スケジュール、テストなど、ソース
ファイル以外の物の作成、発展、管理が必要になります。 成果物という用語は、バージョン生成、分岐、マージなどが可能
なオブジェクトを一般化したものを指します。 StarTeam では、ファイル以外の成果物タイプを直接サポートし、保存、バージ
ョン生成、マージなどの動作を成果物のタイプごとに切り替えることができます。 成果物はすべてバージョン生成され、一
部は分岐可能です。
StarTeam でサポートされている組み込みの成果物タイプを以下にまとめます。

♦ フォルダ： どのビューにも ルート フォルダ が 1 つあり、一般には、その下にサブフォルダのツリーがあります。 フォ

ルダは、ファイル システムのディレクトリ概念にならって作成されます。 多くの場合、特定のディレクトリ構造を反映し
た StarTeam フォルダを作成することになります。 ただし、StarTeam フォルダには、ファイルだけでなく、任意の種類
の成果物を入れることができます。 この概念は初めのうちは奇妙に見えるかもしれませんが、変更要求やタスクな
ど、ファイル以外の成果物をファイルと同様に編成できることがわかったら、この機能が非常に強力であることに気が
つくでしょう。 フォルダは分岐可能で、同じフォルダでも分岐ごとに異なるプロパティを持つことができます。

♦ ファイル： StarTeam では、テキストやバイナリ、手動で作成したものや生成されたもの、小さいものや非常に大きい

ものなど、任意の種類のファイルを保存することができます。 テキスト ファイルに対しては、キーワード展開や EOL
変換など、さらにいくつかの機能が用意されていますが、それ以外は、すべてのファイル タイプはまったく同様に扱わ
れます。 StarTeam では、単体で 4 GB を上回るファイル リビジョンを扱うことができます。 ファイルは分岐することが
でき、並行バージョン系列やマージが可能です。

♦ 変更要求： 変更要求（CR）とは、欠陥や機能拡張要求といったソフトウェア変更の理由を表すことができる一般的な

成果物です。 CR は変更管理の要となることが多いので、CR タイプにはしばしばカスタム フィールド、カスタム GUI
フォーム、ワークフロー ルールが付けられます。 CR は分岐可能で、同じ欠陥に対する複数のリリースでの修正とい
った独立したアクティビティで扱われている同一の CR を並行して変更することができます。 インテグレーション ツー
ルを利用すれば、他の欠陥管理システムから CR をインポートし、それらを元の欠陥管理システムと常に同期させる
ことができます。

♦ タスク： StarTeam タスクはプロジェクト管理タスクをモデルとしています。つまり、階層化してタスク分解を表すことが

でき、先行/後続関係で関係づけることができ、そして、作業記録と呼ばれる進捗単位で更新することができます。
Microsoft Project などのプロジェクト管理システムからタスクをインポートし、StarTeam を通じてそれらを更新および
保守した後、元のプロジェクト ソースに戻すことができます。 StarTeam では、タスクはバージョン生成されますが、分
岐はしません。

♦ トピック： トピックは、ニュースグループのメッセージによく似ています。 ニュースグループ メッセージと同様に、トピッ

クはスレッド形式の対話記録にまとめることができます。 トピックは成果物であるため、バージョン生成され（ただし分
岐はしません）、他の成果物と共にリポジトリに格納されます。 これにより、設計上の決定や要件の承認に関係する
重要なディスカッションなどのアプリケーション ライフサイクル "知識" をもっと獲得することができます。

♦ 要件： 本格的な要件管理（RM）ツールがない場合、StarTeam 要件は要件獲得に使用できる軽量で便利な成果物と
なります。 要件は、階層化して分解構造を表すことができるほか、他の成果物にリンクすることができます。 StarTeam
要件は独立にバージョン生成される成果物であるため、ドキュメントに埋め込まれた要件（ドキュメント全体を単位とし
てバージョン生成される）よりも利用しやすくなっています。 Borland CaliberRM などの要件管理システムを使用する
場合は、それらの "本格的な" 要件を StarTeam 要件としてインポートし、他のライフサイクル成果物と一緒に整理す
ることができます （ボーランドでは、StarTeam と CaliberRM の間で成果物のインポート、同期、さらにはリンクまでも
行うインテグレーション ツールを提供しています）。 要件は分岐しません。

♦ 監査： 監査は、成果物への他の変更操作（追加、変更、削除、移動、ラベル添付など）に対して自動的に生成される

読み取り専用の "変更イベント" 成果物です。 監査は自動的に生成され変わらないため、それ自体は実際には成果
物ではありませんが、StarTeam では、ユーザーが他の成果物と同様の GUI や SDK 技術を用いてそれらにアクセス
できるため、それらを読み取り専用の成果物とみなすことができます。 監査の生成と保持時間は設定で変更できま
す。

これらの成果物はすべて StarTeam に "バンドル" されていますが、それらをすべて使用しなければならないわけではあり
ません。 各成果物タイプのコードは、サーバーサイド コンポーネント（SSC）と呼ばれる動的ロード プラグイン モジュールに
カプセル化されています。 各 SSC は、ファイル名の末尾に .SSC が付いたコード ライブラリで、サーバーのインストール デ
ィレクトリにあります。 サーバーが起動する前に .SSC モジュールの名前を変更すると、それに対応する成果物タイプは使
用されなくなります。 たとえば、StarTeam を VCS（バージョン管理システム）としてのみ使用する場合は、File.SSC 以外の
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すべての *.SSC モジュール名を変更するだけでよいのです。 なお、常にフォルダが取得されるため、対応する .SSC モジ
ュールはありません。 また、監査成果物で表される "変更ログ" の値の関係上、Audit.SSC はそのまま残しておくことをお
勧めします。
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成果物とアイテム
成果物とアイテムの違いは何でしょうか。 成果物へのアクセスと成果物の更新はアイテムを通じてのみ行えることと、
StarTeam ではアイテムと成果物のプロパティが（グラフィックス上も SDK でも）単一のオブジェクトに融合されていることか
ら、両者を単一の概念とお考えになるかもしれません。 ほとんどの場合はどちらの用語を使ってもかまいませんが、アイテ
ムにあって成果物にはないフォルダ/ビュー コンテキストを考慮に入れる場合には通常、アイテムという用語を使用しま
す。 コンテキストが議論にとって重要でない場合には、成果物という用語を使用します。
アイテムに関する最も重要な事項を以下にまとめます。

♦ 成果物にはアイテムを通じてのみアクセスできる： StarTeam では、成果物の取り出しや更新は要求を特定のアイテ
ムに送ることでのみ行えます。 アイテムとは無関係に成果物に直接アクセスするコマンドはありません。 つまり、成
果物へのアクセスはすべて、関連アイテムのコンテキスト（たとえば、親フォルダや存在するビューなど）に左右されま
す。

♦ アイテムはフォルダ ツリーを形成する： "パス" は各ビューの "アイテム ツリー" で形成されます。 つまり、フォルダ

成果物は内容を定義するものではありません。 フォルダの内容はむしろ、そのフォルダの親となるアイテムで決まる
のです。 成果物を移動することは実際にはありません。移動するのはアイテムです。 フォルダ間でアイテムを移動し
ても、そのアイテムの親が変更されるだけで、そのアイテムで参照される成果物は影響を受けません。 裏では、アイ
テムは成果物と同様にバージョン生成されます。 つまり、アイテムを新しいフォルダに移動するといった変更を行う
と、新しいアイテム リビジョンが生成され、その結果、前のアイテムが過去のものになります。

♦ アイテムで共有が容易になる： アイテムのおかげで、1 つの成果物が複数のフォルダ、ビュー、プロジェクトに出現す

ることが可能です。 成果物をその全履歴も含めて新しい場所に出現させるには、新しいアイテムを作成するだけでよ
く、かなり楽です。 共有は、UNIX ファイル システムで用いられる "ハード リンク" に似ています。

♦ バージョンの動作はアイテムで左右される： アイテムには、どの成果物リビジョンを参照するかと、そのアイテムを通

じた更新をどう処理するかを決定するプロパティがあります。 アイテムには、どの成果物分岐を参照するかを決める
OID が格納されています。 アイテムにはまた、常にチップ リビジョンを指すように変動するのか、それとも参照先分
岐の特定リビジョンに固定されるのかを示す構成タイムスタンプも格納されています。 アイテムの "変更時に分
岐"（BOC）フラグは、そのアイテムを通じて変更されたときに参照先の成果物が分岐するかどうかを示します。 たと
えば、アイテムが現在、成果物リビジョン 1.7 を参照していて、BOC が true の場合、アイテムに更新が指示される
と、その成果物は 1.7.1.0 という番号の新しいリビジョンに更新内容を保存することで分岐します。 さらに、アイテムは
この新しい分岐を参照するように変更され（OID が新しくなったため）、その BOC フラグは false に設定されます。 な
お、分岐できない成果物（たとえばトピックなど）を参照するアイテムの場合は、BOC を true にできません。 また、
BOC が false で固定構成タイムスタンプを持つアイテムは読み取り専用です。過去のリビジョンを更新することはで
きず、新しい分岐を開始できないからです。

♦ アイテムはプロモーション ツリーを生成する： これは高度な概念であるため、ここでは簡単に触れるだけにします。

新しい場所に共有されるアイテムは、共有元であったアイテムを "記憶" しています。 この "共有親子" 関係は、ア
イテム パスを形作る "包含親子" 関係とは異なります。 自動プロモーションと呼ばれる概念を支援するものです。
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フォルダ
ここでは、フォルダ階層の立案の概要と、新規および既存のフォルダでの作業のヒントを提供します。 プロジェクト管理者ま
たはサーバー管理者は通常、プロジェクトとプロジェクト ビューを作成します。 一般的なユーザーならば、定期的に特定の
プロジェクト ビューを開き、自分用のフォルダとその内容を管理します。 アプリケーション フォルダの管理は、プロジェクト
の管理によく似ています。 正しいアクセス権があれば、フォルダの作成、削除、およびそのプロパティの変更を行えます。

フォルダ階層
プロジェクトを作成するとき、一般には、そのプロジェクトの作業フォルダとして、ワークステーション上の場所を選択しま
す。 あるプロジェクトに指定された作業フォルダは、そのプロジェクトのルート ビューの作業フォルダとなり、そのビューのフ
ォルダ階層のルート フォルダとなります。
StarTeam では、コンテナとアイテムの両方としてフォルダを扱います。 アイテムをプロジェクト ビューの中でグループ化す
ることができます。 たとえば、Source Code という名前のフォルダには、ソース コード ファイルと、それらのファイルに対す
る変更要求をまとめて格納することができます。 フォルダは、プロジェクトを作成するときに自動的に作成するか、プロジェ
クトを作成した後で追加することができます。 通常、プロジェクト管理者またはサーバー管理者（または、チーム リーダ
ー。 これらはすべて各自の組織によって異なります）がプロジェクトを作成しますが、適切なアクセス権があれば、他の人
がプロジェクトを作成することもできます。 割り当てられている権限に関するご質問があれば、サーバー管理者にお問い合
わせください。
プロジェクトを作成するとき、StarTeam は同時に、そのプロジェクトの親またはルートのフォルダを自動的に作成します。 そ
れが実際の、プロジェクトのルート ビュー（つまり最初のビュー）のルート フォルダです。 プロジェクト、ビュー、およびこの
ルート フォルダの名前は最初は同じです（その後、変更することができます）。
通常、プロジェクトを作成するユーザーは、プロジェクトの作成前にワークステーション上にフォルダ階層を設定します。 ユ
ーザーはその階層ルート フォルダを、プロジェクトの作業フォルダとして指定します。 すると、アプリケーションは、階層内
のそれぞれの子フォルダに対して、自動的にアプリケーション フォルダを作成することができます。 子フォルダは、アプリケ
ーション フォルダの作業フォルダとなります。
子フォルダがプロジェクト作成と同時に作成された場合、以下のような理由があります。

♦ アプリケーション フォルダの作業フォルダが、プロジェクト作成者のワークステーション上の既存の階層の一部だっ
た。

♦ フォルダ名は作業フォルダ名と同じですが、後で変更できます。
♦ その作業フォルダは、ルート フォルダの作業フォルダに階層として接続されたままになります。 つまり、ルート フォル
ダの作業フォルダのパスを変更すると、（作業フォルダへの絶対パスを手動で設定していない限り）このフォルダへの
パスを変更することにもなります。 言い換えれば、アプリケーションは子フォルダそれぞれへの相対パスを保存しま
す。

フォルダについて注意すべき最も重要なプロパティの 1 つが、作業フォルダです。 チェックアウトするファイル リビジョンを
修正が必要なものとして置くため、ファイル リビジョンをアプリケーションがワークステーション上のどこにコピーするかを知
る必要があります。 フォルダには、その他にも移動、分岐動作の変更といったさまざまな操作を実行できます。
作業フォルダはフォルダのプロパティであり、StarTeam がチェックアウトしたファイルを保存するワークステーション上の実
際の場所を表します。 どちらもフォルダと呼ばれていますが、作業フォルダとフォルダは同じではありません。 両者の異な
る特性には、以下のものがあります。

♦ 作業フォルダのパスは、アプリケーション内のフォルダへのパスとはまったく異なるものにすることができます。
♦ フォルダはアプリケーション内で管理されるオブジェクトです。 このフォルダに関連付けられているデータは、すべて
のプロジェクト データを保存するデータベースに保存されます。

♦ 作業フォルダは、オペレーティング システムで管理されるオブジェクトです。 アプリケーションからチェックアウトされ
たファイルを保存します。

プロジェクト、そのルート ビュー、およびそのルート ビューのルート フォルダの作業フォルダはすべて同じです。 その他の
ビューについては、各ビューとそのルート フォルダの作業フォルダは同じになります。
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ビュー/ルート フォルダの作業フォルダは常に絶対パス（ドライブ文字で始まり、その後、作業フォルダそのものに到達する
までのレベルごとの固有のフォルダ名）で表されます。
ルート フォルダのプロパティを見ると、作業フォルダが同じであることがわかります。 しかし、デフォルト テキスト ボックスで
はなく、作業フォルダの完全パス 表示ボックスに表示されます。 ビュー レベルでは、作業フォルダの変更のみが可能なの
で、ルート フォルダの作業フォルダ用のテキスト ボックスはすべて、常に無効です。
プロジェクトと同時に作成された子フォルダについては、アプリケーションは、各作業フォルダへのパスを相対パスとして保
存します。

フォルダとビュー
新しいフォルダとビュー外（NIV： Not-in-View）フォルダを追加し、StarTeam で表示することができます。 NIV フォルダは、
ローカル ディスク上のフォルダで、StarTeam リポジトリ内のフォルダにはマッピングされません。 NIV フォルダは、黒い点
線の境界線で表される白いフォルダとして表示されます。 NIV フォルダ（NIV ファイルを持つ）は、ビューに追加する必要は
ありませんが、自分で作成して StarTeam ビューの一部に含めたいという場合には、ビューに追加することもできます。 し
かし、誰かがフォルダをビューから削除したという理由でそのフォルダが NIV になっている場合には、自分の作業フォルダ
からの削除が必要な場合があります。
ビューに新しいフォルダを追加する場合、その作業フォルダは、次のいずれでもかまいません。

♦ ワークステーション上の、ユーザーが指定した任意のフォルダ。
♦ ユーザーが指定した、あるいは、アプリケーションが作成する、そのワークステーション上でまだ存在していない作業
フォルダ。 既存のフォルダに子フォルダがある場合、そのうちの 1 つ以上のフォルダもビューに追加できます。

♦ 親アプリケーション フォルダの作業フォルダの子フォルダ。 ユーザーが作業フォルダを指定しなければ、アプリケー
ションが、新しいフォルダの名前をその親の完全な作業フォルダ パスに追加します。

注: 親フォルダの作業フォルダのパスの長さがオペレーティング システムの作業フォルダ パスの最大長である 254 文字
（「\」を含む）を超える場合には、アプリケーションではその作業フォルダは作成できません。 また、親フォルダが読み
取り専用であれば、ビューにフォルダを追加することはできません。
新たに追加したフォルダでは親フォルダの動作を継承しますが、少し例外があります。 たとえば、子
フォルダでは 変更時に分岐 チェック ボックスがオフになっているでしょう。これは、このフォルダを分
岐させるのは意味がないと考えられるからです。

新規フォルダ
プロジェクト ビューにフォルダを追加するのは簡単です。 新しいフォルダを追加する場合は、次のとおりです。

♦ 新しいアプリケーション フォルダの作業フォルダは、他のアプリケーション フォルダの作業フォルダと同じ階層に属す
る必要はありません。 しかし、ルート フォルダの作業フォルダと同じドライブ文字を使用する場合は、そのパスは、階
層内でのその親フォルダの作業フォルダへのパスをベースとする相対パスとして保存されます。

♦ その名前は、作業フォルダの名前とは違うものにすることができます。
♦ 作業フォルダの子フォルダごとに、新しいフォルダを作成することができます。 基本的には、新しく追加されたフォル

ダは、フォルダの新しい分岐のルートになります。 子フォルダとして作成されたアプリケーション フォルダは、最初に
その作業フォルダの名前を取ります。 作業フォルダは、階層のルートにある作業フォルダ（すなわち、新しく追加され
たフォルダの作業フォルダ）との関係を維持します。 新しく追加されたフォルダの作業フォルダへのパスを変更する
と、（作業フォルダの絶対パスを手動で設定しない限り）その作業フォルダへのパスも変更することになります。

StarTeam は、StarTeam フォルダにマップされていないディスク上のフォルダは、ビュー外 アイコン
れは、プロジェクト ビュー内にフォルダがないことを示します。
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で示します。 こ

既存のフォルダ
同じサーバー構成上にある他のビューからフォルダを移動または共有することにより、ビューにフォルダを追加できます。
フォルダを移動または共有する際には、その絶対パスまたは相対パスを保持するか、または、新しい親フォルダに付ける
かします。 移動するフォルダのパスが相対パスの場合には、通常、以前のとは異なる作業フォルダに付けられます。 共有
フォルダのパスが相対パスの場合、共有フォルダはそれぞれの場所で異なる作業フォルダを持ちます。
注: 共有あるいは移動するフォルダの新しい作業フォルダのパスの長さがオペレーティング システムの作業フォルダ パス
の最大長である 254 文字（「\」を含む）を超える場合には、アプリケーションではその作業フォルダは作成できません。
現在のビューとフォルダの移動元または共有元のビューはどちらも、同じサーバー構成（したがって、同じデータベースとリ
ポジトリ）を使用している必要があります。
関連概念
フォルダとパスの概要
関連手順
プロジェクトを作成する
フォルダとアイテムで作業する
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ファイル
ファイルをバージョン管理下に置くには、それを StarTeam プロジェクト ビュー内のフォルダに追加する必要があります。そ
れにより、そのファイルのコピーが StarTeam リポジトリに格納されます。 ファイルがいったん StarTeam に追加されると、
チーム メンバはそれをチェックアウトし、修正し、そして新しいリビジョンをチェックインすることができます。一方、StarTeam
ではそのファイルのすべてのリビジョンの情報が維持管理されます。 StarTeam のチェックインは、すべて原子的（アトミッ
ク）に行われます。
ファイル リビジョンをチェックアウトする際には、それが当該ファイルのチップ バージョンすなわち最新バージョンであること
を確認しなければなりません。 そうすることで、扱うファイルは必ず最新の変更が反映されたものになります。 また、ファイ
ルを修正する予定であれば、排他的ロックをかけてチェックアウトし、そのファイルを編集中であることを他のユーザーに知
らせる必要があります。
ファイルをチェックインすると、ファイルの変更内容は新しいリビジョンとして StarTeam に記録されます。 チェックイン処理
の一環として、ロックを解除して、ファイルが利用可能になったことを他のユーザーに通知できますし、ロックをそのままにし
て、ファイルの編集を続ける予定であることを示すこともできます。 2 人のチーム メンバが同じテキスト ファイルを同時に変
更したり、1 人のメンバが古いリビジョンのファイルを変更した場合に備えて、StarTeam には、ファイルの変更内容を結合し
て作業結果が失われないようにするためのマージ オプションが用意されています。 StarTeam ではこうした場合、マージ と
いうステータスがファイルに割り当てられます。
注: SDK、StarTeam Server、およびほとんどのクライアントは、4 GB 以上のサイズのファイルをサポートしています。 大容
量ファイル サポートの利用を計画する場合は、すべてのユーザーを現在の StarTeam クライアントにアップグレードす
る必要があります。 大容量ファイルのサイズは、旧バージョンの StarTeam アプリケーションとは互換性がありませ
ん。

バージョン管理下のファイル
ファイルがアプリケーション フォルダの作業フォルダ内に存在する場合は、そのファイルをアプリケーション フォルダに追加
できます。 この操作によって、そのファイルはバージョン管理下に置かれます。 この作業ファイルのコピーが、そのファイル
の最初のリビジョンとしてリポジトリに保存されます。 後でこの作業ファイルを削除しても、リポジトリ内にコピーが存在する
ので、データが失われることはありません。 ファイルをチェックインするたびに、アプリケーションは、そのファイルの新しい
リビジョンをリポジトリ内に作成します。
ファイル リビジョンをチェックアウトするたびに、その内容が作業フォルダにコピーされます。 また、リビジョンをチェックアウ
トすることによって、チップ リビジョンまたは特定のリビジョンに対する作業が保証されます。 たとえば、チーム メンバがファ
イルに対して行った最新の変更が必要な場合や、ハード ディスクから作業ファイルを削除しているために別のコピーが必
要な場合などです。
アプリケーションを利用すると、ビュー内のすべてのアイテムのチップ リビジョンにラベルを添付できます。 たとえば、プロ
ジェクトが特定のマイルストーン（ベータ版など）に到達したときに、そのビューのアイテムにラベルを付けます。このようなラ
ベルをビュー ラベルと呼びます。 ビュー ラベルを付けておくと、ラベルを添付した時点までビューを戻したり、そのラベルを
使ってグループとしてリビジョンをチェックアウトしたり、そのラベルを基に新しいビューを作成したり、そのラベルをプロモー
ション状態に割り当てることができます。
アプリケーションには、リビジョンまたはバージョン ラベルもあります。 ユーザーは、チェックインする際に、１ つ以上のリビ
ジョンにまとめてラベルをつけたり、[ファイル] メニューのラベル コマンドを使用して、各リビジョンに対してラベルを添付す
ることができます。 StarTeam では、ラベルを使用すると、これらのファイルを 1 つのグループとして簡単にチェックアウトで
きます。 1 つのファイル リビジョンには、いくつでもラベルを添付できます。 ただし、同じビュー内の同じファイルの 2 つのリ
ビジョンが、同じラベルを持つことはできません。

バージョン管理下のファイルを扱う際の推奨事項
バージョン管理下にあるファイルを使用する場合は、以下のような運用をお勧めします。

♦ ファイルに変更を加えようとしていることを他のチーム メンバに知らせるために、チェックアウト操作の中で、ロック ス
テータスを排他的に変更します。
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♦ チェックイン操作の中でロック ステータスを削除して、他のチーム メンバに、ファイルへの変更が完了し、ファイルを
チェックアウトできるようになったことを知らせます。

♦ ファイルへの変更を継続したまま、バックアップの目的でそのファイルをチェックインする場合は、そのファイルをロッ
クしたままの状態にします。

♦ 2 人のチーム メンバが同じテキスト ファイルを同時に変更したり、1 人のメンバが古いリビジョンのファイルを変更し

た場合は、マージ オプションを使用して、ファイルの変更内容を結合して作業結果が失われないようにできます。 こ
のような場合、アプリケーションでは、このファイルに「マージ」ステータスが割り当てられます。

♦ ロックしていないファイルを自分自身が変更してしまうことを防止するには、個人用オプションの ロックされていない作
業ファイルを読み取り専用としてマークする にチェックします。 こうすると、ロックしていないファイルをチェックアウトし
た場合に、その作業コピーは読み取り専用になります。

関連概念
フォルダとパスの概要
アトミック チェックイン
関連手順
ファイルを管理する
フォルダとアイテムで作業する
ラベルとプロモーション状態を管理する
ファイルとフォルダを比較およびマージする
個人用オプションをカスタマイズする
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変更要求
変更要求とは、プロジェクトのスコープ内で何かを変更するように求める要求です。 たとえば、製品の改良を提案すること
もあれば、エラーや問題の修正を要求することもあるでしょう。 変更要求追跡システムを効果的に使用するには、このシス
テムがベースとしているモデルを理解しておく必要があります。
変更要求コンポーネントでは、以下のことが可能です。

♦ 変更要求を任意のフォルダに添付する。 アプリケーションでは、変更要求を任意のプロジェクト フォルダに添付した

り、同じサーバー構成内のフォルダまたは他のビューとの間で共有することができます。 変更要求をファイルなどの
他のアイテムにリンクすることもできます。 他の多くの障害追跡システムでは、変更要求には必然的に特定のファイ
ルの修正が伴うにもかかわらず、変更要求はプロジェクトとしか関連付けることができません。

♦ 変更要求の更新時の時間を短縮する。 ファイルまたはファイルのグループをチェックインするとき、チェックイン対象

のファイルによって解決される変更要求を指定できます。 この機能により、各変更要求のステータスを個別に変更す
る必要がなくなり、時間を節約できます。

♦ 適切なステータス変更だけを行う。 変更要求を作成するとき、選択できるステータスは「新規」、「対応開始」、「先送

り」、または解決状況です。 解決状況には「再現不能」、「設計どおり」、「解決」、「記録」、および「重複」があります。
解決後の変更要求は検証または対応再開だけが可能です。 検証後の変更要求は対応完了または対応再開だけが
可能です。

♦ 変更要求のステータスに基づく自動変更を利用する。 アプリケーションは、変更要求の現在のステータスに合わせて
担当者を自動的に変更します。 変更要求が解決されると、その変更要求の担当者は自動的に、変更要求を提出し
た人物に戻ります。これは通常、その解決内容を検証するのに最も適した人物です。 解決後に変更要求が対応再開
されると、その変更要求を解決したユーザーが自動的に担当者として設定されます。 必要であれば、これらの自動
変更を無視して別の人物を担当者にすることができます。

♦ 変更要求が解決されるビルドを変更要求のベースにする。 変更要求のステータスが 解決 または 記録 になると、以

下のビルドで対応 フィールドの値は 次のビルド になります。 そのビルド ラベルが作成されると、次のビルド はビル
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。

注: このヘルプでは、標準のプロパティ ダイアログを使用して変更要求を作成および編集する方法を説明しています。 チ
ームでのアプリケーションのセットアップ形態によっては、代替プロパティ エディタ（APE）と呼ばれる異なるダイアログを
使用する場合があります。 変更要求に対して標準のプロパティ ダイアログを使用する場合でも、組織またはチーム リ
ーダーが変更要求に関して、このヘルプで説明しているものと異なるガイドラインを定める場合があります。
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変更要求追跡システム モデル

上の図は、変更要求の追跡プロセスとその手順を示したものです。 図中の四角は、変更要求が提出されてから対応完了
となるまでに取られる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、その作業を担当する可能性が
最も高いチーム 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。
変更要求追跡システムは、以下の手順から成ります。
手順 1： チーム メンバが、以下のいずれかに当てはまる変更要求を新規作成します。

♦ 製品に見つかった問題点と、その問題を再現するための手順リストをまとめたもの。
♦ 製品の改善提案。
この変更要求のステータスは 新規 になります。
手順 2： 他のユーザー（管理者、チーム リーダーなど）が、その問題を修正するかどうか、あるいはその改善提案を製品に
採用するかどうかを決定します。 このユーザーは、次のいずれかを行います。

♦ 変更要求のステータスを 対応開始 に設定し、その変更要求を担当するチーム メンバを指定します。
♦ 対応する価値はあるが現時点では対応しないと判断した場合は、変更要求のステータスを 先送り に設定します。
♦ その変更要求が提案されたのは今回が初めてではなかった場合は、変更要求のステータスを 重複 に設定します。
必要であれば、新しい変更要求と以前の変更要求との間にリンクを作成して、以前の変更要求と一緒に追跡できる
ようにすることもできます。

♦ 報告された動作で問題ない場合、つまりそれは製品の不具合ではない場合は、変更要求のステータスを 設計どお
り に設定します。

ステータスを 対応開始 にした変更要求については、手順 3 に進みます。
手順 3： 変更要求の担当者として指定されたユーザーが、変更要求のステータスを 処理中 に変更します。 その後、この
ユーザーが、変更要求を調査し終えた後、そのステータスを次のいずれかに変更します。

♦ 解決
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♦ 記録
♦ 再現不能
手順 4： 次に、チーム メンバ（通常はテスト担当者または品質保証エンジニア）が変更要求を検証します。 たとえば、問題
が本当に解決しているか、記録されているか、または本当に再現不能なのかを確認するために、テストケースが作成され
る場合もあります。その後、ステータスを次のいずれかの検証済みステータスに変更します。

♦ 検証終了（設計どおり）
♦ 検証終了（再現不能）
♦ 検証終了（記録）
♦ 検証終了（解決）
♦ 検証終了（重複）
手順 5： 最後に、さらに別のチーム メンバがステータスを 対応完了 に変更します。 このユーザーは、変更要求を 対応完
了 にするための関連作業として、対応完了 に設定する前に再テストを行ったり、製品の次のリリースに含める予定である
ことを記したレポートを追加したりする場合もあります。
上記のほとんどの手順から、再び変更要求のステータスを 対応開始 に設定して、一連の処理を実行し直すことができま
す。

変更要求のための組み込みワークフロー
StarTeam には変更要求のためのワークフローがあらかじめ組み込まれており、変更要求に関連のある多くの値が自動的
に設定されます。 この組み込みワークフローは、これらの値を変更要求の ステータス フィールドに基づいて決定します。

ステータス フィールドの値は追加することができません。 しかし、自社のニーズに合わせて設定値をカスタマイズしたい場
合は、名前変更をすることができます。 たとえば、新規 というステータス名を 新しい変更要求 などと変更したい場合もあ
るでしょう。
変更要求のステータスを変更すると、組み込みワークフローにより、ステータスの変更に合わせて自動的に適切な設定値
が選択可能になります。

新規 、対応開始 、処理中 のいずれかを選択すると、ステータス ドロップダウン リスト ボックスには、6 つの新しいステー
タスが表示されるようになります。 これらのステータスに関連付けられていて新たに表示される 6 つのステータスは、以下
のとおりです。

♦ 先送り
♦ 再現不能
♦ 設計どおり
♦ 解決
♦ 記録
♦ 重複
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変更要求のライフサイクル

上の図は、初期ステータスが 対応開始 の変更要求のライフサイクルを示したものです。 その後、ステータスは 解決 に設
定されます。 ステータスを 解決 に設定すると、組み込みのワークフローによって、ステータス ドロップダウン リスト ボック
スに 検証終了（解決） が追加されます。 最後に、変更要求の対応が完了して、ステータスが 対応完了（解決） に設定され
ます。
この図では、3 つの解決ステータスのどれからも 対応開始 ステータスに戻る矢印が出ています。この矢印から、変更要求
のライフスタイルのどのステージからでも対応を開始し直せることがわかります。

変更要求の自動ワークフローのまとめ
次の表は、このトピックで説明したとおりに変更要求を処理する場合の各ステップについてまとめたものです。 これには、
変更要求のステータスに基づいて行われる自動的なワークフロー変更も含まれます。
変更要求プロセス管理
ステップ

説明

提出

変更要求の提出は、誰でも行えます（通常はテスト担当者または品質保証エンジニアが行います）。
プロセス：[変更要求] タブを選択します。 [変更要求] メニューまたはコンテキスト メニューから 新規作成... を選択しま
す。
変更要求は、以下のデフォルト プロパティを持ちます（必要に応じて変更可能）。
[ステータス]： 「新規」
[重要度]： 「中」
[優先度]： 「なし」
[タイプ]： 「障害」
[プラットフォーム]： 「すべて」
[テスト済み最新ビルド]： 現在のビルド ラベル
[提出者]：現在ログオンしているユーザー
その他のフィールドの多くは、初期設定では空になっています。 チーム リーダーによっては、すべての変更要求をルー
ト フォルダに提出させることもあります。 この場合、チーム リーダーが、ドラッグ＆ドロップで変更要求を適切な子フォル
ダに移動します。

割り当て*

プロセス：チーム リーダーがすべての新規変更要求を見つけて、以下のいずれかを行います。
■ 変更要求を開いて、開発者、ヘルプライター、またはその他の適切なチーム メンバにその変更要求を割り当てます。
■ 変更要求を後日まで（通常、製品の次期リリースまで）先送りにします。
■ 変更要求のステータスを 設計どおり にして、変更要求の解決を行わないようにします。 変更要求のステータスを 対
応開始 にした場合、自動変更は発生しません。 変更要求のステータスを 先送り または 設計どおり にした場合は、以
下のビルドで対応 フィールドが無効になり、変更要求を作成したユーザーが担当者になります。
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解決

プロセス：担当者となっているユーザーが、対応開始 または 処理中 となっている変更要求を探して、各要求に対して次
のいずれかを行います。
■ システムの問題を解決してから、変更要求のプロパティを更新します （変更要求が解決されたことを示すステータス
は、再現不能 、設計どおり 、解決 、記録 、重複 です）。
■ 変更要求を後日まで（通常、製品の次期リリースまで）先送りにします。 ただし、チーム リーダーが、チーム メンバに
は変更要求を先送りにしないように指示している場合もあります。
変更要求のステータスを解決済みステータスのいずれかにした場合、変更後のステータスが 解決 または 記録 の場合
は 以下のビルドで対応 が 次のビルド になります。 その他のステータスの場合は、以下のビルドで対応 が無効になりま
す。 デフォルトでは、変更要求を提出したユーザーが担当者になります。このユーザーは、解決した際には検証を行いま
す。
変更要求のステータスを 先送り にした場合、以下のビルドで対応 が無効になり、デフォルトでは、変更要求を作成した
ユーザーが担当者になります。

ビルド

プロジェクトをビルドするのは誰でしょうか。 プロジェクト ビューは、公式なビルド プロセスを持つ場合もあれば、非公式
のビルド プロセスを持つ場合もあります。 しかし、何らかの時点で、現在ビュー内にあるすべてのファイル（およびその
他）にビルド ラベルが付けられます。 通常、ビルド ラベルは、ビルドの結果得られた実行可能ファイルではなく、コンパイ
ルされた（そして、変更対象となる可能性のある）ソース コード ファイル（およびその他）に割り当てられます。
変更要求への影響： 以下のビルドで対応 プロパティの設定が 次のビルド になっている解決済み変更要求は、次のビル
ド ラベルが作成された時点で、以下のビルドで対応 プロパティが 次のビルド から作成された実際のビルド ラベルに変
更されます。
注： 新しいビルド ラベルが過去の構成（現在の構成ではなく）に基づいている場合、そのビルド ラベルは 以下のビルド
で対応 に反映されません。
変更要求が現在の場所で分岐していない場合、次のビルド は他のビューからのビルド ラベルで置き換えられる可能性
もあります。 たとえば、分岐した子ビューを作成したり、ビュー間でフォルダを共有したりした場合が考えられます。 ある
変更要求の 以下のビルドで対応 プロパティが 次のビルド になっており、その変更要求は分岐していなかったとしま
す。 ビルド ラベルをソース ビュー内で作成すると、その場所に関係なく、次のビルド はそのビルド ラベルの名前で置き
換えられます。

検証*

変更要求を提出したユーザー（通常はテスト担当者または品質保証エンジニア）が、解決したかどうかを検証します。
プロセス：解決したかどうかの検証の対象となるビルドをインストールし、変更要求が正しく解決されているかどうかを確
認します。 次のいずれかを行います。
■ 変更要求を検証し、そのステータスを 検証終了（再現不能） 、検証終了（設計どおり） 、検証終了（解決） 、検証終了
（記録） 、検証終了（重複） のいずれかに設定します。
■ 再び変更要求の対応を開始させて、テスト済み最新ビルド の設定値を更新します。
変更要求のステータスを 検証終了 にした場合、自動的な変更は発生しません。
変更要求のステータスを 対応開始 にした場合は、以下のビルドで対応 フィールドが空になります。 解決した変更要求
のステータスを 対応開始 に変更した場合、ステータスを 解決 または 記録 に変更したユーザーが担当者になります。

対応完了* 通常は、チーム リーダーが変更要求の対応を完了させます。
プロセス：チーム リーダーが次のいずれかを行います。
検証済みの変更要求をレビューし、ステータスを 対応完了 にします。
変更要求の対応を再開します。
変更要求のステータスを 対応完了 にした場合、自動的な変更は発生しません。
変更要求のステータスを 対応開始 にした場合は、以下のビルドで対応 フィールドが空になります。 解決した変更要求
のステータスを 対応開始 に変更した場合、ステータスを 解決 または 記録 に変更したユーザーが担当者になります。
変更要求のステータスを 検証終了 から 対応開始 に変更した場合、ステータスを 解決 または 記録 に変更したユーザ
ーが担当者になり、以下のビルドで対応 フィールドが空になります。

*ステータスを変更すると、その他のプロパティも自動的に変更される場合があります。
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関連手順
変更要求で作業する
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要件
要件は、Enterprise Advantage ライセンスでサポートされ、クライアントの上部ペインの [要件] タブに表示されます。 要件
コンポーネントを使用すると、アプリケーション内部で要件を作成し、要件間の依存関係を示すことができます。 たとえば、
要件を完了することが 2 番目の要件の完了に必要な場合、要件を 2 番目の要件の子に指定できます。 企業がプロセスに
関する規則を施行する場合、ユーザーが確立する要件は開発プロセスの推進力としても利用できます。 管理者およびそ
の他の特権ユーザーは、CaliberRM の StarTeam Requirements Publisher を使用して、要件を CaliberRM からエクスポー
トして StarTeam にインポートできます。

要件の特徴
上部ペインには、以下の条件に当てはまる要件が表示されます。

♦ フォルダ階層で選択中のフォルダに入っている。
♦ フィルタのドロップダウン リスト ボックスで選択されているフィルタの条件に一致する。
♦ [すべての子孫] の設定で決まる条件に一致する （この設定を変更するには、ツールバーのボタンをクリックするか、
[要件｜すべての子孫] をクリックします）。

注: 上部ペインの要件の左側には、ステータスを示すアイコンや、現在のユーザーが既に最新リビジョンを読んでいるかど
うかを示すアイコンが表示されます。

要件の活用方法
要件駆動型開発プロセスを用いることで、企業は、コストのかかる誤解が生じないようにすると共に、市場投入までの時間
を短縮できます。 これを実現するには、StarTeam に組み込まれている要件コンポーネントを基本ツールとして使用する
か、また Borland CaliberRM から複雑な要件をインポートすることもできます。 要件をで利用することで、ビジネス アナリス
ト、管理者、開発者、QA スタッフなどは、以下の作業が可能になります。

♦ ビジネス要件、ユーザー要件、および機能要件を階層形式で構造化する
♦ 要件間の依存関係を明示する
♦ いつでもすべての要件階層を参照する
♦ 重要度に従って要件に優先順位を付ける
♦ 要件変更の影響を特定する
♦ 要件を使って作業を見積る
♦ 要件の作成者を特定する
♦ 要件の担当者に通知する
♦ 要件が提出されてから完了または却下されるまで要件のライフ サイクルを追跡する
♦ 要件をファイル、変更要求、あるいはトピックにリンクすることで、要件の背景を明らかにする
関連手順
要件を使用する
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タスク
タスク コンポーネントを使用すると、タスク リストと作業割り当てを作成できます。 単独で使用するタスク コンポーネント
は、プロジェクトの管理に非常に便利です。 このコンポーネントにより、チーム メンバは、誰がいつ何を行うべきかの指示、
タスクの現在の状態の確認、タスクの完了に要する時間の見積り、タスクの完了に要した時間の記録、および見積った時
間と実際にかかった時間との比較が可能になります。 このアプリケーションにはバージョン管理システムも変更要求システ
ムも用意されているので、関連するファイルや製品の障害または改善案にタスクをリンクすることもできます。
タスク コンポーネントは、単独で使用することも、Microsoft Project のデータと相互運用することもできます。 タスクはツリ
ー形式で表示することもリスト形式で表示することもでき、前者の場合は、タスクとサブタスクとの関係が明確になり、後者
の場合は、タスクのソート、分類、クエリや表示するフィールドの選択が可能になります。 効率を上げるために、各タスクに
はその状態、優先順位、マイルストーン、および注意の必要性を識別するアイコンが表示されます。 Microsoft Project と相
互運用する場合の詳細については、『StarTeam Microsoft Project Integration ユーザー ガイド』を参照してください。
StarTeam のタスク コンポーネントでは、個々のタスクや、サブタスクの集合である要約タスクを作成することができます。
入力する前に、まずタスクについて計画を立てることを推奨します。その理由は次のとおりです。

♦ 1 つでもサブタスクのあるタスクには作業記録を追加することができません。その代わりにサブタスクに作業記録を追

加することができます。 アプリケーションでは、タスクの名前は目的 (おそらくはマイルストーン) を表し、サブタスクが
完了したときにその目的が達成されると考えています。

♦ タスクに作業記録を追加した後で、そのタスクに対してサブタスクを作成することはできません。
注: タスクに作業記録を割り当てられるかどうかにかかわらず、そのタスクを完了させる責任を特定のチーム メンバに割り
当ててください。 また、作業記録を追加できる場合には、そのタスクにかかる時間の見積りをしてください。
関連手順
タスクを利用する
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トピック
トピックとは、スレッド形式の対話記録すなわち、メッセージ間の関係がわかるようになっている一連のメッセージのことで
す。 各メッセージ系列は、最初のメッセージをルートとするツリーになります。 トピック コンポーネントでは、スレッド形式の
対話記録を特定のプロジェクト フォルダに格納したり、特定のプロジェクト アイテムにリンクすることができます。 たとえ
ば、あるトピックを、そのトピック ディスカッションの結果生じた変更要求やファイル リビジョンにリンクすることができます。
クライアントの上部ペインには、トピックと各トピックに対する一連のレスポンスが表示されます。 それぞれのツリーがルー
ト トピックとそれに対するレスポンスで構成され、最終的に一連のトピック ツリーを形成します。 トピック ツリーは、複数の
ユーザーの間で交わされた会話のようなものです。 ルート トピックから始まり、トピックとそのレスポンスとでスレッドが形成
されるため、クライアントでは、トピック ツリーのことを「スレッド形式の対話記録」と呼びます。 スレッド内の各レスンポンス
を順に読んでいったり、レスポンスに対するレスポンスを読んでいくことで、議論がどのように展開されたかを知ることがで
きます。 トピックとレスポンスには、ここで説明する以外にも移動や共有などさまざまな操作を実行できます。

トピックの履歴としての価値
トピックを使用すれば、プロジェクトに関する一般的な質問を挙げたり、特定の問題（たとえば、機能の実装など）に特化し
た議論を開始させたりできます。 レスポンスによって問題が解決することもありますが、プロジェクトにとっては、これらの対
話の履歴としての価値の方がより重要です。 以下の点で将来のチームに役立ちます。

♦ 決定事項をより適切に見直しできます。
♦ 以前うまくいかなかった解決策を再度試みるような無駄を回避できます。
♦ ある問題の解決策として採用されている案の採用理由を理解し、必要な条件のすべてを満たすことはできない別の
解決策でその解決策を不用意に置き換えてしまう事態を回避できます。

トピックの活用方法
あらゆる種類のスレッド形式メッセージ交換は、製品開発におけるチームワークを改善します。 StarTeam ではさらに、一連
のコンポーネントが緊密に統合されていることにより、チーム メンバに以下の利点がもたらされます。

♦ 特定の単語や語句を持つトピックとレスポンスの検索
♦ トピックおよびレスポンスのソート
♦ トピックおよびレスポンスのフィルタリング
♦ トピックとそのレスポンスの関係の表示
♦ トピックの移動と共有（ツリー形式で）
♦ フォルダやその他のアイテム（変更要求など）にトピックを直接リンクできる
♦ あるファイルに対して作業しながら、質問を提起して速やかに助言を得ることができる
♦ 特定の手法が使われた理由を説明するメモをトピックに添付できる
♦ プロジェクトに関して、将来のリリースで変更する必要があるかもしれない点を指摘できる
関連手順
トピックを使用する
フォルダとアイテムで作業する
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リンク： 内部および外部
リンクとは、同じサーバー上、もしくは 2 つの異なるサーバー上に存在する（この場合、外部リンク と呼ばれる）フォルダ同
士やアイテム同士、またはフォルダとアイテムを連結したものです。クライアントの下部ペインにある [リンク] タブを使用し
て、リンクを表示できます。 リンクを作成すると、大変便利です。 たとえば、ファイルを確認しているときに、そのファイルに
影響を与える変更要求がファイルにリンクされていれば、[変更要求] タブを選択せずにその変更要求を確認できます。
また、ファイルを変更要求にリンクしていると、対応するファイルをチェックインする際に、その変更要求を "解決" としてマ
ークすることができます。 さらに、各ファイル セットを、それらのファイルが満たす要件ドキュメントにリンクすれば、そのドキ
ュメントの参照や更新が簡単にできます。 アイテムのリンクとリンク解除の詳細については、このトピックの下に示すリンク
を参照してください。
1 つのリンクは、単一の共有（または参照）を連結するのではなく、1 つのアイテムに関連する共有と分岐すべてを連結しま
す。 リンクは、分岐、移動、共有などのアイテム操作の影響は受けません。 デフォルトでは、リンクは、リンクされる 2 つア
イテムのチップ リビジョンを連結します。
リンクは、固定または変動のいずれかにすることができます。

♦ リンクを固定にするとは、そのリンクをチップ リビジョンに固定することを意味します。 [リンク] タブのコンテキスト メニ
ューを利用して、ソース アイテムとターゲット アイテムのいずれか、または両方を固定にできます。

♦ リンクを変動にするとは、新しいリビジョンが作成されたときに、リンクのソースやターゲットを古いチップ リビジョンか

ら新しいチップ リビジョンへ変更するのを許可すること意味します。 [リンク] タブのコンテキスト メニューを利用して、
ソース アイテムとターゲット アイテムのいずれか、または両方を変動にできます。

リンクも、他のすべてのアイテムと同様、タブ ペインにコンテキスト メニューを持っており、そのアイテムについてのより詳し
い情報へアクセスすることができます。
関連概念
チェックインおよびチェックアウトの関連操作
処理アイテムと処理リンク
関連手順
内部または外部からアイテムをリンクする
特定リビジョンをリンクする
リンクされた変更要求を確認する
リンクされたファイルをチェックインおよびチェックアウトする
リンクされたファイルを選択する
リンクのプロパティをカスタマイズする
ファイルを処理アイテムにリンクする
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ラベル
ラベルは、目的によらず特定の成果物リビジョン集合を識別できる手段となります。 ビューやフォルダなどのコンテナとは
異なり、特定の成果物リビジョンはラベルに含まれているのではなく添付されています。 さらに、ラベルは通常、ほぼ静的
なもので、それに添付されているリビジョンは、仮に変化するとしても、大きくは変化しないとみなされます。 ラベルは軽量
のスナップショットとなります。
ラベルに関する重要な事項を以下にまとめます。

♦ ビュー スコープ： ラベルはビューに「属し」ます。 すなわち、各ビューには専用の一連のラベルがあります。 つまり、

すべてのラベルには、同じビューに属する他のラベルとは異なる一意な名前が付いているということです。 各ラベル
にはまた、そのラベルの目的をユーザーが理解する上で役に立つ説明も付いています。

♦ 凍結ラベル： ラベルは凍結することができます。つまり、成果物を新たにラベルに添付できなくなるほか、既に添付さ

れている成果物を添付解除することも別のリビジョンに添付し直すこともできなくなります。 逆に言えば、凍結されて
いないラベルには、これらの変更をどれでも行うことができます。 凍結されたラベルの不変性に頼っている組織は多
いので、ラベルの凍結や凍結解除には特定のセキュリティ権限が必要です。

♦ アイテムに添付されるラベル： StarTeam では実際には、特定の アイテム リビジョン をラベルに添付し、そのそれぞ

れが特定の 成果物リビジョン を暗黙に示します。 各アイテムは親フォルダを指定するので、成果物は特定のフォル
ダに添付されることになります。 つまり、アイテムを移動する場合は、新しいフォルダ内の成果物を反映させる対象と
なる任意のラベルに添付し直す必要があります。 移動したアイテムを既存のラベルに添付し直さない場合、その古
いフォルダ内のラベルに引き続き添付されます（それが本来の目的に合致する場合もあります）。

♦ ビュー ラベル： StarTeam では、2 種類のラベルをサポートしています。 ビュー ラベルには、特定のタイムスタンプ時

点でのビュー全体が含まれています。 すなわち、ビュー ラベルは、初めて作成されると、そのタイムスタンプ時点で
最新であったあらゆる成果物リビジョンに添付されます （"現在" のスナップショットをタイムスタンプとして使用できま
す）。 なお、StarTeam のビュー ラベルは低コストなので、これは聞いた印象ほどにはコストはかかりません。 ビュー
ラベルをいったん作成すると、それに新しいアイテムを添付したり、添付されたアイテムを別の成果物リビジョンに添
付するように調整したり、アイテムをそこから完全に添付解除することができます。 ビュー ラベルをビルド ラベルとし
て扱うことができます。 新しいビルド ラベルは、"対応ビルド" フィールドに "次のビルド" という値が入っているすべ
ての CR に自動的に割り当てられます。

♦ リビジョン ラベル StarTeam でサポートしているもう 1 種類のラベルは、リビジョン ラベルです。 リビジョン ラベル

は、最初に作成した時点ではそれに何も添付されないという点で、限定されたものです。 リビジョン ラベルを作成し
たら、特定のアイテムを添付して、特定の集合（通常はビューの小さいサブセット）を表すように作り上げます。 StarTeam
では、必要に応じて、チェックイン時に新しいファイル リビジョンをリビジョン ラベルに自動的に添付することができま
す。

♦ ラベルのクローン： ビュー ラベルとリビジョン ラベルは、たとえ凍結されていても、どちらもクローンすることができま
す。 すなわち、既存のラベルと最初まったく同じラベルを新たに作成したあと、それに添付されているリビジョンを調
整することができます。 前のラベルのクローンを作成し、バグ修正のために作成された新しいファイル リビジョンのみ
それに添付し、その新しいラベルを使用して新しいビルド候補のファイル リビジョンの識別や候補のリリースなどを行
う、というのが一般的なやり方です。

ビュー ラベルとリビジョン ラベルの例を以下に示します。
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注: ビュー内のすべてのアイテムをラベルに添付しなければならないわけではありません。 逆に言えば、アイテムを任意
個のビュー ラベルやリビジョン ラベルに添付することができますが、任意の特定のラベルに添付できるアイテム リビ
ジョンは 1 つだけです。
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分岐、マージ、ドット記法
このトピックでは、StarTeam に関係のある分岐、マージ、ドット記法の概念について説明します。

♦ 分岐： 成果物のバージョン系列を枝分かれさせること。 各分枝は独立に変更することができ、それ独自のバージョン
が作られます。

♦ マージ： 一方の分岐での変更をもう一方の分岐に伝播させること。
♦ ドット記法： 成果物リビジョンに割り当てられるドット付き 10 進記法で、リビジョンが存在する分岐とその分岐内での
リビジョンの相対バージョン番号を示すもの（たとえば、1.4 や 1.2.1.5 など）。

分岐
成果物のコピー操作と成果物の分岐操作には、大きな違いがあります。 コピー操作では各コピーを独立に変更することが
できますが、コピーされた成果物同士がリポジトリ内で関係があることは StarTeam にはわかりません。 これに対して分岐
操作では、StarTeam は成果物の分岐に関する特別な知識を保持しています。 この情報は、インテリジェント リビジョン比
較や 3 者間マージ（後述）などの処理の助けになります。

新しい成果物がリポジトリに追加されると、主分岐が開始され、それに新しいリビジョンが追加されていきます。 いつでも、
並行 "子" 分岐を開始することができます。 上記の例では、主分岐バージョン 1 から 1 つの子分岐が生成され、主分岐バ
ージョン 2 から別の子分岐が生成されています。 分岐内では、バージョン番号が最初から（この例ではゼロから）付け直さ
れています。 新しいリビジョンは特定の分岐に適用され、その分岐でバージョン番号が 1 ずつ増えていきますが、他の分
岐には影響を及ぼしません。 ファイルベースの並行開発を支援するには、分岐が必要になります。 一方、ファイル以外の
成果物を分岐できるようにするメリットもあります。 たとえば、欠陥のある成果物を分岐できる場合、2 つの分岐を使用し
て、同じ欠陥に対して異なるリリースで行われた修正を追跡することができます。

マージ
一方の分岐での変更をもう一方の分岐に伝播させることが、どうしても必要になります。 上記の図では、一番下の分岐の
成果物バージョン 3 がその上の 2 つの分岐に適用されます。 ただし、分岐間でリビジョンを単にコピーすることはできませ
ん。そのようなことをすれば、ターゲット分岐で独自に行われた変更の内容がすべて失われてしまうからです。 その代わ
り、ソース分岐からターゲット分岐へ変更内容をマージします。
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注: マージではなくターゲット成果物をソース リビジョンで上書きしても、目的とする結果が得られることがあります。たとえ
ば、バイナリ ファイルの場合などです。
もっと具体的に言えば、StarTeam では、3 者間マージを可能にする同期情報を保存しています。 マージ操作には 3 つの
要素があります。すなわち、（1）伝播すべき変更内容が含まれているソース リビジョン、（2）変更対象となるターゲット リビ
ジョン、（3）ソース分岐とターゲット分岐に共通の最新ソース リビジョン（共通祖先と呼ばれます）です。
ファイルの場合、これら 3 つのファイル リビジョンをファイル比較/マージ ツールに渡すことで、マージが行われます。 この
ツールは、ソース リビジョンとターゲット リビジョンの双方を共通祖先リビジョンと比較し、2 つの重要な事項を決定します。
すなわち、（1）ソース リビジョンにのみ出現しターゲット リビジョンに伝播すべき変更内容、（2）ターゲット リビジョンに出現
しソース リビジョンでの変更内容と競合する可能性のある変更内容、の 2 つです。
多くの場合、マージで競合が検出されないため、ファイル比較/マージ ツールでは、ソース リビジョンでの変更内容をターゲ
ット リビジョンに自動的に伝播します。 競合が検出された場合（時には、検出されない場合でも）、ファイル比較/マージ ツ
ールは相違点をユーザーに表示し、ユーザー自身がそれらの相違点を確認し、競合を解消し、最終結果を承認することが
できます。 ファイル比較/マージ ツールはその後、変更内容を反映したターゲット ファイルを表す結果ファイルを生成しま
す。 StarTeam では、その結果ファイルをターゲット リビジョンの分岐に追加し、新しいリビジョンを生成します。
上記の図では、一番下の子分岐のリビジョン 3 がその上の 2 つの分岐に適用されています。 主分岐のリビジョン 3 にマ
ージされると、主分岐リビジョン 4 が生成され、その中にマージ結果が格納されています （矢印は、マージの結果として生
成されたリビジョンを指しています）。 このマージの場合、2 つの分岐の共通祖先は主分岐リビジョン 2 になります。これ
が、双方の分岐に共通の最新リビジョンです。 一番下の子リビジョン 3 がその上にある子分岐のリビジョン 2 にマージされ
ると、子分岐リビジョン 3 が生成されます。 このマージの場合、共通祖先は主分岐リビジョン 1 です。
ファイルの場合、マージするものは内容だけではありません。すなわち、ファイルには他にも名前や説明などのプロパティ
があるのです。 たとえば、名前の変更を伝播させるには、ファイルをマージする際に、これらのプロパティのマージも必要に
なります。 ファイル以外の成果物が分岐する場合も、変更内容を伝播させるにはマージが必要です。

[ドット記法]
バージョン番号に加えて、StarTeam では、ドット記法と呼ばれるドット付き 10 進値を各リビジョンに割り当てます。 バージ
ョン番号がリビジョン分岐内で一意であるのに対して、ドット記法値はリビジョン ツリー全体で一意になります。 例を以下に
示します。
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図に示すように、成果物の主分岐のリビジョンでは、単一のドット記法ペア 1.n を使用しています（1 はこれが初期（最初
の）分岐であることを示し、n はバージョン番号と同じです）。 成果物が主分岐から分岐すると、その子分岐のリビジョンで
はドット記法 1.m.1.n が使用されます（m は、その分岐が生成された主分岐バージョン番号、n は新しい分岐でのバージョン
番号です）。
なお、成果物は同じポイントから何度も分岐できます。上記の例では、分岐 1.2.1.n および 1.2.2.n はどちらも主分岐リビジョ
ン 1.2 から生成されています。 1.2. 2 .n の 2 番目の 2 は、これがリビジョン 1.2 から 2 番目に生成された分岐であることを
示します。 また、分岐 1.2.2.1.1.n には 3 組の番号があり、これが親リビジョン 1.2.2.1 から生成された 第 3 レベルの分岐で
あることを示します。
分岐できない成果物（タスク、トピック、要件）は常に主分岐にあるため、それらのドット記法は常に 1.n になります。

オブジェクト ID とルート オブジェクト ID
同じリビジョン ツリー内のリビジョンはすべて、同じルート オブジェクト ID（ルート OID）を持っています。 同じ分岐に属する
リビジョンはすべて、同じオブジェクト ID（OID）を持っています。 さらに、主分岐の全リビジョンについては、オブジェクト ID
とルート オブジェクト ID は同じです。 これを以下の図で説明します。
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この例では、ファイル foo.java の OID とルート OID は最初 123 で、それに対応する 1.n 分岐には 1.2 までのリビジョンが
あります。 この分岐はリビジョン 1.1 で分岐して 1.1.1.n 分岐になり、新しい OID 311 が使用されます。 リビジョン 1.1.1.2 で
分岐して、OID 875 の 1.1.1.2.1.n 分岐になります。 しかし、分岐ツリー全体を通して、すべてのリビジョンのルート OID は元
の 123 です。 各リビジョンには、名前、説明、内容などの固有のプロパティがあります。
この図には、OID とルート OID の初期値が 400 の変更要求（CR 413）も示されています。 これはリビジョン 1.2 で分岐し
て、OID 573 の分岐 1.2.1.n になります。
さて、フォルダ成果物について考えてみましょう。 各リビジョンには、名前、説明、除外の指定（作業フォルダ内で無視する
ファイルのパターン）などのプロパティがあります。 StarTeam フォルダ成果物が他の成果物と本当に異なっている点は、内
容を表すプロパティがないことです。
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共有と「チープ コピー」
時間が経つと、成果物（特にファイル）が多くなり、中には分岐がたくさんあるファイルもできてきます。 そこで、"コンテナ"
の効果について考えてみましょう。すなわち、チーム、ソフトウェア コンポーネント、およびリリースがたくさんある場合、並行
開発および独立した保守をサポートするには、独立したプロジェクトやサブプロジェクトなどのコンテナがたくさん必要になり
ます。 これらのコンテナのそれぞれで同じファイルが必要になることがよくあります。 それでは、必要なファイルをこれらの
コンテナのそれぞれにどのように持ってくるのでしょうか。 できる限りすべてのコンテナで一意な分岐を得るためにファイル
ごとに強制的に分岐させると、分岐がたくさん発生するおそれがあり、その場合はコストがかかります。
StarTeam システムでは、チープ コピーと呼ばれる手法でこの問題に対処しています。 この手法では、ファイルへの参照を
新しいコンテナに作成します。 UNIX のリンクと同様に、その際には、ファイル自体（すなわち、ファイルの内容や履歴）のコ
ピーは実際には行われません。 ただし、UNIX のリンクとは異なり、新しい参照を通じてファイルが初めて変更されたとき、
そのファイルは分岐します。 このため、チープ コピーはまた、"書き込み時コピー" 共有とも呼ばれます。 チープ コピー
は、大規模なプロジェクトでの効率的な分岐に対応しています。
StarTeam では、フォルダ階層と各フォルダの内容は各ビューに固有のものです。 成果物は任意の数のビューやプロジェ
クトに属すことができます（もっと厳密に言えば、それらを通じて公開することができます）。 アイテムとは、特定の成果物を
選択し、それらを特定のビューに関係づけ、階層構造にまとめるオブジェクトのことです。 以下の図に、この仕組みを示しま
す。

どのビューにもルート アイテムがあり、それは常にフォルダ成果物を指しています。 この例では、ルート フォルダ名は foo
です。 対象となる成果物と親としてのルート アイテムを共に指すアイテムを作成することで、リポジトリ内の任意の成果物
がこのフォルダに属すようにすることができます。 上記の例では、ファイル a.txt、b.java、c.jar およびフォルダ bar はすべ
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て、ルート フォルダ foo の子要素です。 ご覧のとおり、パス名の概念は、アイテム構造で参照されている名前を連結して作
られます。 このビューには、/foo/bar/d.doc というパス名のファイルがありますが、それは、フォルダ foo --> フォルダ bar
--> ファイル d.doc というアイテム パスを経て、この成果物に到達できるからです。 d.doc が含まれているフォルダを変更
する場合は、その関連アイテムの親を変更します（成果物そのものは変更しません）。 ファイル c.jar を参照しているアイテ
ムが 2 つあることに注意してください。 つまり、このファイルは 2 つの異なるフォルダに含まれているということです。 これ
を、ファイルが 2 箇所で共有されていると言います。 これは、同じファイルを参照する（その結果、ファイルが複数のディレ
クトリに現れる） UNIX リンクに似ています。 共有により、任意の成果物を複数の箇所で共有することができます。 成果物
は "重く"（すべてのプロパティが含まれている）、アイテムは "軽い" ため、"チープ コピー" の作成方法は、既存の成果物
を指すアイテムを作成するだけです。
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プロモーション状態
プロモーション状態は "ビュー内" 変更管理機能を提供するものです。 プロモーション状態はビュー ラベルに基づいて作
成され、アイテムがビュー内でプロモートする際に経ることができる状態の順序集合を提供します。 プロモーション状態は
一般に、特定の検証テストの進行に基づいて一連の手順でビュー全体（またはビュー内の大半のアイテム）を移行するの
に使用されます。
一連のプロモーション状態と、その各状態が最初にマッピングされるビュー ラベルを定義した後は、特定のビュー状態（た
とえば日々のビルド候補など）を表す新しいビュー ラベルを定期的に作成します。 プロセスにもよりますが、通常はその
後、最低レベルの状態を新しいビュー ラベルにマッピングし、最初の検証テストを開始します。 その状態のテストが完了し
たら、それを "プロモート" します（すなわち、昇格させます）。その結果、次に高い状態がそのビュー ラベルにマッピングさ
れます （複数の状態が同じビュー ラベルを指すことがよくあります）。 最後のすなわち最上位のプロモーション状態がテス
トに合格したら、ビューは、リリースや配置などプロセスに必要なあらゆるフェーズにいつでも進むことができます。
プロモーション状態により、特定のプロモーション状態に作用するビルド スクリプト、ユニット テスト スクリプト、配置スクリプ
トなどを、新しいビュー ラベル名を反映するように修正しなくても作成することができます。
一連のプロモーション状態の例を以下に示します。
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テストとレポート
ここでは、品質管理担当者が使用する 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
テストとレポートの概要
テストとレポートで使われる概念について説明します。
変更要求
変更要求コンポーネントとそこに組み込まれたワークフローについて説明します。
クエリ
クエリ使用の目的について説明します。
レポート
レポート生成のシナリオとレポート テンプレートのカスタマイズの情報について説明します。
グラフ
StarTeam で利用可能なグラフ作成機能について説明します。
フィルタ
フィルタの目的について説明します。
フィールド
StarTeam クライアントで使われるフィールドについて説明します。
Datamart によるデータのエクスポート
StarTeam Datamart の概要について説明します。
Borland Search によるサーバーをまたがる構成/プロジェクト検索
Borland Search 製品とその関連ドキュメントの場所について説明します。
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テストとレポートの概要
品質保証担当者として、次に示すアクションのいくつか、またはすべてを実行します。

♦ 変更要求の入力と解決
♦ 変更要求のステータスの更新
♦ 変更要求データに基づくグラフやレポートの作成
♦ StarTeam Datamart を利用したサーバー データの抽出
♦ 変更要求データを表示するためのカスタム クエリやフィルタの作成
♦ バージョン テスト計画
♦ 変更要求の削除

変更要求
変更要求コンポーネントは、製品、プロジェクト、あるいはサービスにおける、障害の記録と考えうる改善策の提案を可能に
する障害追跡システムとなります。

チャートとレポート
StarTeam では、さまざまなグラフを作成できます。 クライアントの上部ペインでデータを選び出して、表示したいデータのみ
をグラフに表示できます。 さらに、選び出したデータから特定アイテムを選択して、グラフに表示できます。 グラフは、上部
ペインに表示されるデータ（最大 60 フィールド）から作成されます。 さまざまな方法でグラフを利用することができます。 た
とえば、製品の開発サイクルのある期間内に対応完了および新規開始した変更要求の数を追跡するためにグラフを利用
できます。
StarTeam には、あらかじめ書式設定された、修正が可能な HTML レポート テンプレートも各種用意してあります。 レポー
トの作成は、アイテムのソート、分類、および選択によって影響を受けます。これらのアイテムは、上部ペインでファイル、変
更要求、要件、トピック、監査、またはタスクとしてリスト表示されたものです。

StarTeam Datamart
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）。
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関連概念
変更要求
クエリ
レポート
グラフ
フィルタ
フィールド
Datamart によるデータのエクスポート
Borland Search によるサーバーをまたがる構成/プロジェクト検索
関連手順
変更要求で作業する
データをクエリする
データをフィルタリングする
レポートを作成およびデータをエクスポートする
グラフを作成する
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変更要求
変更要求とは、プロジェクトのスコープ内で何かを変更するように求める要求です。 たとえば、製品の改良を提案すること
もあれば、エラーや問題の修正を要求することもあるでしょう。 変更要求追跡システムを効果的に使用するには、このシス
テムがベースとしているモデルを理解しておく必要があります。
変更要求コンポーネントでは、以下のことが可能です。

♦ 変更要求を任意のフォルダに添付する。 アプリケーションでは、変更要求を任意のプロジェクト フォルダに添付した

り、同じサーバー構成内のフォルダまたは他のビューとの間で共有することができます。 変更要求をファイルなどの
他のアイテムにリンクすることもできます。 他の多くの障害追跡システムでは、変更要求には必然的に特定のファイ
ルの修正が伴うにもかかわらず、変更要求はプロジェクトとしか関連付けることができません。

♦ 変更要求の更新時の時間を短縮する。 ファイルまたはファイルのグループをチェックインするとき、チェックイン対象

のファイルによって解決される変更要求を指定できます。 この機能により、各変更要求のステータスを個別に変更す
る必要がなくなり、時間を節約できます。

♦ 適切なステータス変更だけを行う。 変更要求を作成するとき、選択できるステータスは「新規」、「対応開始」、「先送

り」、または解決状況です。 解決状況には「再現不能」、「設計どおり」、「解決」、「記録」、および「重複」があります。
解決後の変更要求は検証または対応再開だけが可能です。 検証後の変更要求は対応完了または対応再開だけが
可能です。

♦ 変更要求のステータスに基づく自動変更を利用する。 アプリケーションは、変更要求の現在のステータスに合わせて
担当者を自動的に変更します。 変更要求が解決されると、その変更要求の担当者は自動的に、変更要求を提出し
た人物に戻ります。これは通常、その解決内容を検証するのに最も適した人物です。 解決後に変更要求が対応再開
されると、その変更要求を解決したユーザーが自動的に担当者として設定されます。 必要であれば、これらの自動
変更を無視して別の人物を担当者にすることができます。

♦ 変更要求が解決されるビルドを変更要求のベースにする。 変更要求のステータスが 解決 または 記録 になると、以

下のビルドで対応 フィールドの値は 次のビルド になります。 そのビルド ラベルが作成されると、次のビルド はビル
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。

注: このヘルプでは、標準のプロパティ ダイアログを使用して変更要求を作成および編集する方法を説明しています。 チ
ームでのアプリケーションのセットアップ形態によっては、代替プロパティ エディタ（APE）と呼ばれる異なるダイアログを
使用する場合があります。 変更要求に対して標準のプロパティ ダイアログを使用する場合でも、組織またはチーム リ
ーダーが変更要求に関して、このヘルプで説明しているものと異なるガイドラインを定める場合があります。
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変更要求追跡システム モデル

上の図は、変更要求の追跡プロセスとその手順を示したものです。 図中の四角は、変更要求が提出されてから対応完了
となるまでに取られる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、その作業を担当する可能性が
最も高いチーム 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。
変更要求追跡システムは、以下の手順から成ります。
手順 1： チーム メンバが、以下のいずれかに当てはまる変更要求を新規作成します。

♦ 製品に見つかった問題点と、その問題を再現するための手順リストをまとめたもの。
♦ 製品の改善提案。
この変更要求のステータスは 新規 になります。
手順 2： 他のユーザー（管理者、チーム リーダーなど）が、その問題を修正するかどうか、あるいはその改善提案を製品に
採用するかどうかを決定します。 このユーザーは、次のいずれかを行います。

♦ 変更要求のステータスを 対応開始 に設定し、その変更要求を担当するチーム メンバを指定します。
♦ 対応する価値はあるが現時点では対応しないと判断した場合は、変更要求のステータスを 先送り に設定します。
♦ その変更要求が提案されたのは今回が初めてではなかった場合は、変更要求のステータスを 重複 に設定します。
必要であれば、新しい変更要求と以前の変更要求との間にリンクを作成して、以前の変更要求と一緒に追跡できる
ようにすることもできます。

♦ 報告された動作で問題ない場合、つまりそれは製品の不具合ではない場合は、変更要求のステータスを 設計どお
り に設定します。

ステータスを 対応開始 にした変更要求については、手順 3 に進みます。
手順 3： 変更要求の担当者として指定されたユーザーが、変更要求のステータスを 処理中 に変更します。 その後、この
ユーザーが、変更要求を調査し終えた後、そのステータスを次のいずれかに変更します。

♦ 解決
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♦ 記録
♦ 再現不能
手順 4： 次に、チーム メンバ（通常はテスト担当者または品質保証エンジニア）が変更要求を検証します。 たとえば、問題
が本当に解決しているか、記録されているか、または本当に再現不能なのかを確認するために、テストケースが作成され
る場合もあります。その後、ステータスを次のいずれかの検証済みステータスに変更します。

♦ 検証終了（設計どおり）
♦ 検証終了（再現不能）
♦ 検証終了（記録）
♦ 検証終了（解決）
♦ 検証終了（重複）
手順 5： 最後に、さらに別のチーム メンバがステータスを 対応完了 に変更します。 このユーザーは、変更要求を 対応完
了 にするための関連作業として、対応完了 に設定する前に再テストを行ったり、製品の次のリリースに含める予定である
ことを記したレポートを追加したりする場合もあります。
上記のほとんどの手順から、再び変更要求のステータスを 対応開始 に設定して、一連の処理を実行し直すことができま
す。

変更要求のための組み込みワークフロー
StarTeam には変更要求のためのワークフローがあらかじめ組み込まれており、変更要求に関連のある多くの値が自動的
に設定されます。 この組み込みワークフローは、これらの値を変更要求の ステータス フィールドに基づいて決定します。

ステータス フィールドの値は追加することができません。 しかし、自社のニーズに合わせて設定値をカスタマイズしたい場
合は、名前変更をすることができます。 たとえば、新規 というステータス名を 新しい変更要求 などと変更したい場合もあ
るでしょう。
変更要求のステータスを変更すると、組み込みワークフローにより、ステータスの変更に合わせて自動的に適切な設定値
が選択可能になります。

新規 、対応開始 、処理中 のいずれかを選択すると、ステータス ドロップダウン リスト ボックスには、6 つの新しいステー
タスが表示されるようになります。 これらのステータスに関連付けられていて新たに表示される 6 つのステータスは、以下
のとおりです。

♦ 先送り
♦ 再現不能
♦ 設計どおり
♦ 解決
♦ 記録
♦ 重複
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変更要求のライフサイクル

上の図は、初期ステータスが 対応開始 の変更要求のライフサイクルを示したものです。 その後、ステータスは 解決 に設
定されます。 ステータスを 解決 に設定すると、組み込みのワークフローによって、ステータス ドロップダウン リスト ボック
スに 検証終了（解決） が追加されます。 最後に、変更要求の対応が完了して、ステータスが 対応完了（解決） に設定され
ます。
この図では、3 つの解決ステータスのどれからも 対応開始 ステータスに戻る矢印が出ています。この矢印から、変更要求
のライフスタイルのどのステージからでも対応を開始し直せることがわかります。

変更要求の自動ワークフローのまとめ
次の表は、このトピックで説明したとおりに変更要求を処理する場合の各ステップについてまとめたものです。 これには、
変更要求のステータスに基づいて行われる自動的なワークフロー変更も含まれます。
変更要求プロセス管理
ステップ

説明

提出

変更要求の提出は、誰でも行えます（通常はテスト担当者または品質保証エンジニアが行います）。
プロセス：[変更要求] タブを選択します。 [変更要求] メニューまたはコンテキスト メニューから 新規作成... を選択しま
す。
変更要求は、以下のデフォルト プロパティを持ちます（必要に応じて変更可能）。
[ステータス]： 「新規」
[重要度]： 「中」
[優先度]： 「なし」
[タイプ]： 「障害」
[プラットフォーム]： 「すべて」
[テスト済み最新ビルド]： 現在のビルド ラベル
[提出者]：現在ログオンしているユーザー
その他のフィールドの多くは、初期設定では空になっています。 チーム リーダーによっては、すべての変更要求をルー
ト フォルダに提出させることもあります。 この場合、チーム リーダーが、ドラッグ＆ドロップで変更要求を適切な子フォル
ダに移動します。

割り当て*

プロセス：チーム リーダーがすべての新規変更要求を見つけて、以下のいずれかを行います。
■ 変更要求を開いて、開発者、ヘルプライター、またはその他の適切なチーム メンバにその変更要求を割り当てます。
■ 変更要求を後日まで（通常、製品の次期リリースまで）先送りにします。
■ 変更要求のステータスを 設計どおり にして、変更要求の解決を行わないようにします。 変更要求のステータスを 対
応開始 にした場合、自動変更は発生しません。 変更要求のステータスを 先送り または 設計どおり にした場合は、以
下のビルドで対応 フィールドが無効になり、変更要求を作成したユーザーが担当者になります。
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解決

プロセス：担当者となっているユーザーが、対応開始 または 処理中 となっている変更要求を探して、各要求に対して次
のいずれかを行います。
■ システムの問題を解決してから、変更要求のプロパティを更新します （変更要求が解決されたことを示すステータス
は、再現不能 、設計どおり 、解決 、記録 、重複 です）。
■ 変更要求を後日まで（通常、製品の次期リリースまで）先送りにします。 ただし、チーム リーダーが、チーム メンバに
は変更要求を先送りにしないように指示している場合もあります。
変更要求のステータスを解決済みステータスのいずれかにした場合、変更後のステータスが 解決 または 記録 の場合
は 以下のビルドで対応 が 次のビルド になります。 その他のステータスの場合は、以下のビルドで対応 が無効になりま
す。 デフォルトでは、変更要求を提出したユーザーが担当者になります。このユーザーは、解決した際には検証を行いま
す。
変更要求のステータスを 先送り にした場合、以下のビルドで対応 が無効になり、デフォルトでは、変更要求を作成した
ユーザーが担当者になります。

ビルド

プロジェクトをビルドするのは誰でしょうか。 プロジェクト ビューは、公式なビルド プロセスを持つ場合もあれば、非公式
のビルド プロセスを持つ場合もあります。 しかし、何らかの時点で、現在ビュー内にあるすべてのファイル（およびその
他）にビルド ラベルが付けられます。 通常、ビルド ラベルは、ビルドの結果得られた実行可能ファイルではなく、コンパイ
ルされた（そして、変更対象となる可能性のある）ソース コード ファイル（およびその他）に割り当てられます。
変更要求への影響： 以下のビルドで対応 プロパティの設定が 次のビルド になっている解決済み変更要求は、次のビル
ド ラベルが作成された時点で、以下のビルドで対応 プロパティが 次のビルド から作成された実際のビルド ラベルに変
更されます。
注： 新しいビルド ラベルが過去の構成（現在の構成ではなく）に基づいている場合、そのビルド ラベルは 以下のビルド
で対応 に反映されません。
変更要求が現在の場所で分岐していない場合、次のビルド は他のビューからのビルド ラベルで置き換えられる可能性
もあります。 たとえば、分岐した子ビューを作成したり、ビュー間でフォルダを共有したりした場合が考えられます。 ある
変更要求の 以下のビルドで対応 プロパティが 次のビルド になっており、その変更要求は分岐していなかったとしま
す。 ビルド ラベルをソース ビュー内で作成すると、その場所に関係なく、次のビルド はそのビルド ラベルの名前で置き
換えられます。

検証*

変更要求を提出したユーザー（通常はテスト担当者または品質保証エンジニア）が、解決したかどうかを検証します。
プロセス：解決したかどうかの検証の対象となるビルドをインストールし、変更要求が正しく解決されているかどうかを確
認します。 次のいずれかを行います。
■ 変更要求を検証し、そのステータスを 検証終了（再現不能） 、検証終了（設計どおり） 、検証終了（解決） 、検証終了
（記録） 、検証終了（重複） のいずれかに設定します。
■ 再び変更要求の対応を開始させて、テスト済み最新ビルド の設定値を更新します。
変更要求のステータスを 検証終了 にした場合、自動的な変更は発生しません。
変更要求のステータスを 対応開始 にした場合は、以下のビルドで対応 フィールドが空になります。 解決した変更要求
のステータスを 対応開始 に変更した場合、ステータスを 解決 または 記録 に変更したユーザーが担当者になります。

対応完了* 通常は、チーム リーダーが変更要求の対応を完了させます。
プロセス：チーム リーダーが次のいずれかを行います。
検証済みの変更要求をレビューし、ステータスを 対応完了 にします。
変更要求の対応を再開します。
変更要求のステータスを 対応完了 にした場合、自動的な変更は発生しません。
変更要求のステータスを 対応開始 にした場合は、以下のビルドで対応 フィールドが空になります。 解決した変更要求
のステータスを 対応開始 に変更した場合、ステータスを 解決 または 記録 に変更したユーザーが担当者になります。
変更要求のステータスを 検証終了 から 対応開始 に変更した場合、ステータスを 解決 または 記録 に変更したユーザ
ーが担当者になり、以下のビルドで対応 フィールドが空になります。

*ステータスを変更すると、その他のプロパティも自動的に変更される場合があります。
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関連手順
変更要求で作業する
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クエリ
クエリを使って上部ペインに表示されるアイテムを制限することができます。 クエリはそれぞれ、選択した StarTeam フォル
ダおよびコンポーネントに含まれるすべてのアイテムに対して実行されます。 クエリに含まれるフィールドは、上部ペインに
表示されていないものでもかまいません。 クエリを作成すれば、同じサーバー構成に含まれるどのプロジェクトに対しても
適用することができます。
StarTeam クエリには次の属性があります。

♦ クエリを識別しやすくする一意の名前。 クエリ名では大文字/小文字は区別されません。
♦ パブリックまたはプライベートのステータス。 パブリックのクエリは、適切なアクセス権を持っている人なら誰でも利用
することができますが、プライベートのクエリは自分のユーザー ID でしか利用できません。 どちらかのステータスを
指定してクエリを保存しても、後でそのステータスを変更することはできません。 ただし、クエリをコピーして状態を変
更し、新しいクエリを作成することは可能です。

♦ 特定のタイプのアイテムに応じた論理式。 この式には 1 つ以上の条件が含まれます。 条件は、フィールド（必ずしも
現在の列見出しでなくてもかまいません）、関係演算子、およびフィールドの値と比較するための値から構成されま
す。 たとえば、変更要求を検索するための条件は、次のようなものになります： 担当者 が右の値と等しい Rhonda
Thurman。 さらに複雑なクエリの場合には、論理演算子（AND、OR、NOT）で結ばれた複数の条件が含まれます。 た
とえば、Rhonda Thurman が担当者であり、なおかつ重要度が「高」であるすべての変更要求を検索するには、次の
ように条件を指定します： 担当者 が右の値と等しい Rhonda Thurman AND 優先度 が右の値と等しい 高。

注: 複雑なクエリを作成していて、作成するクエリの最初の論理演算子を OR にしたい場合には、クエリ ツリーで AND 論
理演算子を選択し、AND->OR->NOT ボタンをクリックします。 これで AND が OR に変わります。 同じようにもう一度
クリックすると、OR が NOT に変わります。 使いたい演算子が現れるまでクリックしてください。 最初の条件または論
理演算子には、一致する結果が最も少ないものを指定するのが一番よい方法です。
関連手順
クエリを作成する
データをクエリする
データをフィルタリングする
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レポート
StarTeam には、さまざまなレポートが用意されています。これらのレポートは HTML 形式で事前にフォーマットされていま
す。 しかし、レポート用テンプレートを正しく変更することにより、この HTML フォーマットつまりレポートで使われている列
は、変更できます。 StarTeam Datamart を使用して、StarTeam Server からデータを抽出し、そのデータをレポート ツール
（Crystal Reports と Business Objects）がアクセスできる関係データベースに置くこともできます。
レポートの作成は、アイテムのソート、分類、および選択によって影響を受けます。これらのアイテムは、ビュー ウィンドウで
ファイル、変更要求、要件、トピック、監査、またはタスクとしてリスト表示されたものです。 レポートを作成する前に、クライ
アントの上部ペインでデータを整列します。
ここでは、なぜレポート生成するかという例とレポート テンプレートのカスタマイズの情報について説明します。

レポート作成用のシナリオ
様々な理由で、レポートを作成します。 以下の例は、変更要求レポートを作成する 3 つの現実的なシナリオとその作成手
順を簡潔に示したものです。
管理者は、プロジェクト全体で解決済みのすべての変更要求のレポートが必要な場合があります。
1

管理者は、フォルダ階層からルート フォルダを選択し、[変更要求] タブを選択します。 上部ペインに変更要求のリスト
が表示されます。

2

ステータスのドロップダウン リスト ボックスから Status = Resolved フィルタを選択します。

3

ツールバーまたは 変更要求 メニューの すべての子孫 ボタンをクリックします。

4

最後に、クライアントのメニュー バーの 変更要求

レポート... を選択して変更要求の要約レポートを作成します。

チーム リーダーは、解決した担当者を基に変更要求を確認したい場合があります。
1

チーム リーダーは、フォルダ階層から自分のチームの担当プロジェクト フォルダを選択し、変更要求 タブを選択しま
す。 上部ペインに変更要求のリストが表示されます。

2

チーム リーダーは、ステータスのドロップダウン リスト ボックスから <Show All> フィルタを選択します。

3

すべての子孫 ボタンをクリックします。

4

担当者 列見出しをクリックして、変更要求を担当チーム メンバでソートします。

5

最後に、チーム リーダーは、メイン メニューから 変更要求
ます。

レポート... を選択して変更要求の詳細レポートを作成し

個人のプログラマは、自分が担当する変更要求のみを表示したい場合があります。
1

フォルダ階層から担当プロジェクト フォルダを選択し、[変更要求] タブを選択します。 上部ペインに変更要求のリスト
が表示されます。

2

プログラマはクエリ（担当者 が右の値と等しい <ユーザー名>）を適用して、変更要求を割り当てられた人だけを表示
します。

3

すべての子孫 ボタンをクリックします。

4

最後に、プログラマは、メイン メニューから 変更要求
す。

レポート... を選択して変更要求の詳細レポートを作成しま

これらのサンプルでは変更要求のみを対象にしていましたが、他のアイテムについてもレポートを作成できます。 またスプ
レッド シート、または他のアプリケーションで使用するため、データをエクスポートできます。

レポート テンプレート
StarTeam では、レポート テンプレートをカスタマイズできます。 テンプレートは、インストール時に指定したフォルダにあり
ます。 たとえば、Windows プラットフォーム上の Cross-Platform Client のデフォルトのインストール パスを使用した場合、
Reports フォルダは C:\Program Files\Borland\StarTeam Cross-Platform Client 2009\Reports です。 クライアント
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が異なる場合、およびプロダクトリリースが異なる場合は、インストール フォルダが変わるので注意してください。 場合によ
り、テンプレートを複数のフォルダに置く必要があります。 テンプレートはすべて HTML 形式です。
レポート テンプレートは、テキスト エディタ、Microsoft Developer Studio、または HTML ツールで開いて編集できます。 テ
ンプレートを簡単に作成および編集するには、Microsoft Word97（または以降のバージョン）を使用します。Word には自動
HTML ファイル生成機能が含まれています。
レポート フォルダには、各種レポート用のテンプレート一式があります。 テンプレートにはそれぞれ、レポートの各部の作成
に必要なフォーマット情報が用意されています。 たとえば、変更要求のデフォルト レポートでは以下のテンプレートが使用
されます。

♦ ChangeDefault.Title
♦ ChangeDefault.GrpInfo
♦ ChangeDefault.Group1
♦ ChangeDefault.EndReport
xDefault.Title は、初めに 1 回処理されます。 [レポート] ダイアログの [レポートのタイトル] に指定した値がタイトルになり
ます。
xDefault.GrpInfo は、各グループに対して 1 回処理されます。 列見出しをクリックしてデータをソートできますが、レポートの
グループには影響ありません。 [ソートと分類...] 機能を使ってグループを整列する必要があります。
xDefault.Group1 テンプレートは、各アイテム（この例ではレポートの各変更要求）で繰り返し処理されます。 アイテム用の
レコードが作成され、別のレコードとは水平線で区切られます。
xDefault.EndReport は、1 回処理されます。 レポートでアイテム数が合計されます。
レポート テンプレートの内容に関する重要な参照情報については、このトピックの最後に挙げたリンクをご覧ください。
関連手順
レポートを作成およびデータをエクスポートする
ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
ビュー比較/マージの差分レポートを表示および印刷する
関連参照
レポート
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グラフ
Cross-Platform Client と StarTeam Visual Studio Integration では、データから単純グラフ、分配グラフ、相関グラフ、時系
列グラフを作成できます。
作成できるグラフは、コンポーネント タブのメニュー オプションで選択したもので決まります。 したがって、ファイルに対して
利用できるグラフは、変更要求で利用できるグラフとは異なります。
グラフはすべてプロジェクト ウィンドウの上部ペインに表示されているデータをもとに作成されます。 グラフに使用するデー
タを選択するために、フォルダのすべての子孫の表示/非表示、アイテムのソートと分類、クエリとフィルタを実行できま
す。 さらに、必要な場合は、別のフィールドを表示することもできます。
上部ペインには最大 60 フィールド表示できます。
関連手順
グラフを作成する
関連参照
グラフ
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フィルタ
フィルタとは、一連のフィールド（列見出しとして使われるもの）、ソートや分類についての情報、および（たいていは）クエリ
からなるデータをまとめて名前を付けたものです。 フィルタを作成すれば、同じサーバー構成に含まれるどのプロジェクトに
対しても適用することができます。
フィルタ名では大文字/小文字は区別されません。 たとえば、recent CRs というフィルタが既にある場合に Recent CRs と
いうフィルタを作成することはできません。StarTeam がその 2 つのフィルタを同じものだと認識するためです。 フィルタ リス
ト ボックスには、アルファベット順でフィルタが表示されますが、名前の付け方を工夫したり名前を付け直すことで、表示さ
れる順番を調節することができます。
フィルタを設定し、クライアントの メールで送信... を実行すると、フィルタによって表示されたフィールドのみが受信者に送信
されます。
上部ペインのデータにフィルタを適用する方法はいくつかあります。

♦ 既存のフィルタを適用します。
♦ データを並べ直して（表示するフィールドの変更、ファイルのソートおよび分類などで）、クエリを適用します。 この並
べ方は、新しいフィルタを作るときのベースとすることもできます。

♦ 一から新しいフィルタを作成します。
注: プライベートのフィルタではプライベートのクエリしか、パブリックのフィルタではパブリックのクエリしか使うことができま
せん。 そのため、フィルタをコピーして新しいフィルタのステータスを変更できるのは、フィルタにクエリが含まれていな
い場合だけです。
関連手順
データをクエリする
データをフィルタリングする
関連参照
フィルタの参照トピック
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フィールド
StarTeam には、上部ペインの列として表示したりクエリで使用することができる、よく使われるフィールドおよび詳細フィー
ルドがあります。また、条件を定義するためにそれらのフィールドと組み合わせて使用できる関係演算子も提供されていま
す。 フィールドの表示、ソートと分類、または クエリ の各ダイアログ ボックスで詳細フィールドを表示するには、詳細フィー
ルドを表示する チェック ボックスをオンにする必要があります。
このトピックの最後にある関連参照のトピックには、フィールドの内部識別子など、フィールドの説明が含まれています。 レ
ポート テンプレートでは、フィールド名の代わりに内部識別子を使う必要があります。 ほとんどの内部識別子はスペースを
含みません。 ただし、スペースを含むものもあります。 内部識別子の大文字と小文字は区別されます。 独自の電子メール
通知テンプレートや、[詳細] ペインを変更するためのカスタムの HTML ベースのテンプレートを定義するときにも、これらの
フィールドを使うことができます。
注: クライアントが計算したフィールドは、カスタムの電子メール通知や Notification Agent では使うことができません。
関連手順
データをクエリする
データをフィルタリングする
レポートを作成およびデータをエクスポートする
[詳細] ペインのカスタマイズ
関連参照
フィールド
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Datamart によるデータのエクスポート
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。 データは、ID ではなく、意味のあるテキストで保存されます。
StarTeam Datamart を利用すると、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るだけでなく、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から情報
を抽出できます。 データの抽出を特定のプロジェクトやビューだけに制限したり、特定のテーブルのためにだけに抽出を行
うように制限することもできます。
Datamart には、Business Objects のサンプル Universe と、Business Objects と Crystal Reports の両方の形式のサンプ
ル レポートが含まれています。 これらのサンプルは、ユーザー定義のカスタム レポートを作成する際のベースとして利用
できます。

♦ Datamart Extractor： StarTeam Server からデータを抽出し、そのデータをリレーショナル データベースに保存しま
す。 StarTeam 管理者が使用します。

♦ Datamart Synchronizer： Universe を開き、データを同期させて任意のフィールドの変更を反映します。 StarTeam 管
理者が使用します。

注: Synchronizer と Viewer は、Business Objects 6.1 の Universe とレポートに対応しています。 Viewer は、Crystal Reports
10 のレポートに対応しています。 StarTeam Datamart レポートは、Crystal Reports Viewer で見ることができます：
http://www.businessobjects.com/products/reporting/crystalreports/eval.asp
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Borland Search によるサーバーをまたがる構成/プロジェクト検索
Borland Search を利用すると、複数の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 Search には、エンド ユーザーがデータを検索できるようにするために必要な、データ ソース、抽出処理、インデク
シングを制御する管理コンソールがあります。 この管理コンソールは、監視および設定ツールとしての機能だけでなく、リア
ルタイムにステータス情報を提供する機能も備えています。
詳細については、次の Web サイトからドキュメントをダウンロードしてください： http://info.borland.com/techpubs/
starteam .
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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
Cross-Platform Client
Cross-Platform Client に関連するユーザー インターフェイスの概要について説明します。
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Cross-Platform Client
Cross-Platform Client に関連するユーザー インターフェイスの概要について説明します。
このセクションの内容
Cross-Platform Client の概要
Cross-Platform Client のユーザー インターフェイスについて説明します。
変更パースペクティブのユーザー インターフェイス
Cross-Platform Client における変更パースペクティブのユーザー インターフェイスについて説明します
グラフ ウィンドウ
グラフ ウィンドウのユーザー インターフェイスについて説明します。
ビュー比較/マージ（VCM）の UI
ビュー比較/マージユーザー インターフェイスに関連する概要について説明します。
ファイル比較/マージ（FCM）の UI
ファイル比較/マージ（FCM）のユーザー インターフェイスについて説明します。
Toolbar Utility
Toolbar Utility のユーザー インターフェイスについて説明します。
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Cross-Platform Client の概要
Cross-Platform Client のユーザー インターフェイスについて説明します。

Cross-Platform Client のユーザー インターフェイス

このウィンドウはプロジェクトだけでなくプロジェクトの特定のビューも表示するため、プロジェクト ビュー ウィンドウとも呼ば
れます。 表示されるビューは、そこを起点にプロジェクトが作成されたルート ビュー（初期ビュー）である場合があります。
このトピックの後の部分では、上記画像内の番号のついたコンポーネントについて説明します。

メイン メニュー
メイン メニューの内容は、選択したコンポーネントによって異なります。 この例では、ファイル コンポーネントにフォーカスが
あるので、メイン メニューの選択肢として ファイル メニューが表示されます。 表示されるコンポーネントには、ファイル、フ
ォルダ、変更要求、要件、タスク、トピック、監査があります。 選択したコンポーネントに関係なく、メイン メニューに常に表示
されるメニューには、プロジェクト、ビュー、フォルダ ツリー、ツール、ウィンドウ、および ヘルプ があります。
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ツールバー
ツールバー上のボタンは、選択されているコンポーネントに応じて変化します。 頻繁に使用されるメイン メニュー コマンド
は、ツールバーに対応するボタンがあります。 ツールバー ボタンの上にマウスを置いたままにすると、テキストが表示され
ます。
ツールバーの右に、StarTeam の情報を提供する 2 つのパースペクティブ ウィンドウを切り替えるためのボタンがありま
す：

♦
♦

： 標準の 内容パースペクティブ で、Cross-Platform Client の使用に慣れているユーザー向けのパースペクティ
ブです。
： 変更パースペクティブ では、過去の VCM セッションから、すべてのビュー比較/マージの変更パッケージを、
参照および管理することができます。

タイトル バー
メイン ウィンドウの最上部のタイトル バーに以下の情報が表示されます。

♦ 現在表示されているプロジェクト ビューを含むサーバー構成
♦ プロジェクト名
♦ ビュー名
♦ ビューの作業フォルダ

フォルダ ツリー
メイン ウィンドウの左ペインには、フォルダ ツリー、すなわちフォルダ階層が表示されます。 各フォルダにはさまざまな種類
のアイテム（ファイルや変更要求など）が格納される可能性があるため、これらのフォルダと上部ペインの内容の間には 1
対多の関係が成り立ちます。 左ペインのフォルダ ツリーでは、以下の操作を実行できます。
アイコンを使用して情報を表示する

分岐の展開と折りたたみ

各フォルダ名の前にはフォルダ アイコンが表示されます。 このアイコンをクリック
すると、フォルダ関連の情報が上部ペインに表示されます。 表示される情報はフ
ォルダによって、また上部ペインで選択されているタブによって異なります。
フォルダ ツリーの分岐の展開と折りたたみが可能です。 プラス記号は、分岐が
折りたたまれていることを示します。 プラス記号をクリックすると分岐が展開しま
す。 マイナス記号は分岐が展開されていることを示します。 マイナス記号をクリ
ックすると分岐が折りたたまれます。 また、フォルダ ツリーのフォルダ名をダブル
クリックすることによっても、分岐の展開または折りたたみが行えます。
↑、↓、←、および→ のキーを使用して、フォルダ ツリーの中を移動していくこと
ができます。 → キーでフォルダが展開します。 ← キーでフォルダを折りたたみま

す。
右クリックによるコンテキスト メニュー フォルダ階層からフォルダを選択して右クリックすると、フォルダ ツリー メニュー
と同じ項目からなるコンテキスト メニューが表示されます。
アイテムとフォルダのドラッグ
子フォルダを移動するには、フォルダをクリックし、親フォルダから別のフォルダに
ドラッグ（移動）します。 上部ペインから、現在のビューまたは別のビュー（両方が
同じサーバー構成内にある場合）の左ペイン内のツリーにアイテムをドラッグす
ることもできます。 あるフォルダまたはビューから別のフォルダまたはビューにア
イテムを移動するには、アイテムを選択して移動元から移動先にドラッグします。
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上部ペイン
メイン ウィンドウの上部ペインには、フォルダ ツリーに表示されているフォルダと関連付けられたアイテムのツリーまたはリ
ストが表示されます。 各フォルダにはさまざまな種類のアイテムが含まれる可能性がありますが、このペインには一度に 1
種類のデータしか表示されません。 表示されるデータの種類は、コンポーネント タブの選択によって変化します。
上部ペインに表示される内容は、以下の要素によって変化します。

♦ 左ペインでフォルダ ツリーから選択したフォルダ。
♦ 上部ペインで選択されているコンポーネント タブ。
♦ フィルタ ドロップダウン リスト（上部ペインの上のツールバーに表示）で選択されているフィルタ。
♦ 上部ペインの上のツールバーに表示されている すべての子孫

ツールバー ボタン。 すべての子孫 コマンド
は、クライアントが情報を表示する深さを決定します。 選択されていない場合、クライアントは選択されたフォルダの
みに関する情報を表示します。 選択されている場合、クライアントは選択されたフォルダとその子以下のすべてのフ
ォルダに関する情報を表示します。

コンポーネント タブ
メイン ウィンドウの上部ペインには、コンポーネント タブがあり、お持ちの StarTeam ライセンスが提供するコンポーネント
を表します。 上部ペインにあるコンポーネント タブの 1 つをクリックすると、そのコンポーネント タブにフォーカスが移りま
す。
StarTeam Enterprise Advantage ライセンスでは、以下のすべてのコンポーネントを提供します。

♦ ファイル
♦ 変更要求
♦ 要件
♦ タスク
♦ トピック
♦ フォルダ
♦ 監査

下部ペインと情報タブ
メイン ウィンドウの下部ペインには、上部ペインで選択されているアイテムについての情報が表示されます。 下部ペイン
の 5 つの情報タブは、それぞれ異なった種類の情報を示します。 すべてのタブは、監査 コンポーネントを除くすべての上
部ペインのコンポーネントに適用されます。 監査 コンポーネントを選択すると、詳細 タブだけが表示されます。 各情報タブ
の詳細は、以下のとおりです。
[詳細] タブ

[履歴] タブ

詳細 タブでは、上部ペインに行形式で表示される情報が一覧表示されます。 たとえば、上部ペインでファ
イルを選択した場合、上部ペインに表示されている列に応じて、下部ペインにはファイルの名前、サイズ、
ステータスなどの情報が表示されます。
Cross-Platform Client の [詳細]（下部）ペインにおける表示形式とその内容は、ワークステーションごとに
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「Cross-Platform Client の [詳細] ペ
インをカスタマイズする」を参照してください。
履歴 タブには、選択されたアイテムの過去のリビジョンが一覧表示されます。 ステータスがビュー外のフ
ァイルだけは例外で、その場合このタブには何も表示されません。
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[ラベル] タブ ラベル タブには、選択されたアイテムの各リビジョンと関連付けられたラベルが一覧表示されます。 ドラ
ッグ＆ドロップ操作によって、ラベルをあるリビジョンから別のリビジョンに移動できます。
[リンク] タブ [リンク] タブには、選択されたアイテムがリンクされているアイテムが表示されます。 たとえば、ファイルは
フォルダ、別のファイル、または変更要求にリンクされる場合があります。 アイテムは、あるサーバーから
別のサーバーへ外部的にリンク付けすることもできます。 [リンク] タブでは、[ビュー] 列の外部リンクが特
）で修飾され、外部リンクの表示/非表示に使用できるチェックボックスも提供
別な外部リンク マーク（
されます。
[参照] タブ [参照] タブには、選択されたアイテムと、そのアイテムが関連付けられた他のフォルダまたはアイテムと
の間の関係が表示されます。 共有または子のビューの作成が原因で、1 つのフォルダまたはアイテムが
同じサーバー構成内の複数のプロジェクト、ビュー、または親フォルダと関連付けられる場合がありま
す。 元のフォルダまたはアイテムの各インスタンスは参照を持ちます。 アイテム参照は下部ペインの 参
照 タブで確認できます。 フォルダ参照を確認するには、フォルダ メニューまたはコンテキスト メニューか
ら 詳細
参照... を選択してダイアログを表示する必要があります。
[変更] タブ 変更 タブには、変更パースペクティブ 内にいる際に変更パッケージに対して行われた変更がすべて表示
されます。

組み込みファイル比較/マージ
ファイル比較/マージ ツールもクライアントに組み込まれ、起動されると ファイル、履歴、および リンク（ファイルへのリンク
の場合）のタブで使用できます。 このツールを組み込まれた形式で使用して、上部ペインで選択したファイルとローカル フ
ァイルの差分を表示することができます。
デフォルトでは、組み込まれたバージョンのファイル比較/マージはクライアントでは表示しません。 ツール
較 メイン メニュー コマンドを使用して、この機能のオン、オフを切り替えることができます。

ファイルの比

注: ファイル比較/マージは、スタンドアロン モードでも開きます。 スタート メニューを使用して、ファイル比較/マージを開き
ます。

ステータス バー
メイン ウィンドウ最下部のステータス バーでは、以下の情報を確認できます。

♦ ビューが現在か、ラベルにロールバックされたか、プロモーション状態にロールバックされたか、特定の時点にロール

バックされたか。 ビューが読み取り専用の場合、構成情報の前に R/O と表示されます。 過去を変更することはでき
ないので、ロール バックされたビューはすべて読み取り専用です。

♦ アクティブ処理アイテムを選択してあるか。 たとえば、アクティブ処理アイテムに変更要求を選択した場合、ステータ
ス バーには、その変更要求のタイトルとそれに関連付けられた番号が表示されます。

♦ 上部ペイン内のアイテムの個数と選択されたアイテムの個数。
♦ 上部ペインにクエリを適用したか。
♦ ログオンしているユーザーの名前。
♦ StarTeamMPX のステータス。 稲妻のアイコンは、StarTeamMPX のステータスを表します。 StarTeamMPX が使用可

能、使用可能だが無効、または使用可能で切断されている場合、そのことを知らせるために稲妻のアイコンの色が変
化するか、またはウィンドウの左下隅に赤い小さな切断記号が表示されます。 即時、自動、および 手動 の各表示は
更新ステータスの情報を示します。

♦ クライアントがアクセスしている StarTeam Server のバージョン。
♦ クライアントのロケールとデフォルト言語。
♦ 自分に割り当てられた新規（未読）の変更要求、要件、タスク、またはトピックがあるか。
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関連概念
フォルダやアイテムへの参照
各製品のドキュメントの場所
StarTeam 製品概要
変更パースペクティブのユーザー インターフェイス
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
データをソートおよび分類する
ビューを更新する
[詳細] ペインのカスタマイズ
ファイルとフォルダを比較およびマージする
アイテムをリンクおよびリンク解除する
ラベルとプロモーション状態を管理する
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変更パースペクティブのユーザー インターフェイス
Cross-Platform Client における 変更パースペクティブ のユーザー インターフェイスについて説明します。 変更パースペク
ティブ は、作成済みで、コミットされているか、まだ未コミットのビュー比較/マージ変更パッケージすべてを 1 つのビューに
表示します。 変更パースペクティブ では、変更パースペクティブの管理、変更パッケージに関するすべての情報の確認、
各変更パッケージ内のどの変更が行われたかの確認、または、未コミットの変更パッケージのためにどの変更が提案され
ているかの確認を行うことができます。 マネージャは、変更パッケージをコミットする前に確認できるので、必要に応じて、さ
らに変更を加えた上でセッション自体をコミットできます。
コミット済みの変更パッケージ内の変更はすべて、ドラッグ アンド ドロップを使って、別のビューに対して再生できます。これ
で、別のビューに対し、新しい VCM 変更セッションで同じ変更を一から作り直すという手間と時間が省けます。
注: 変更パースペクティブ は、実際は、メインの Cross-Platform Client 内の代替ビュー ウィンドウです。ツールバーの右
側にある 変更パースペクティブを表示 アイコン

をクリックすることで表示できます。 内容パースペクティブを表

示
アイコンをクリックすると、見慣れた Cross-Platform Client のユーザー インターフェイスに戻ります。 各パース
ペクティブには、独自のメニューとツールバー ボタンのセットがあります。

変更パースペクティブのレイアウト
変更パースペクティブ に切り替えると、デフォルトの "横並び" レイアウトで、左側に変更パッケージのリスト、右側に 詳
細 ペインが表示されます。 変更パースペクティブ を表示する前に、任意のビュー比較/マージ セッションを実行し、保存し
た場合は、変更パースペクティブのリストに表示されます。 表示される変更パッケージは、リストの一番上で選択するフィル
タで決まります。
StarTeam では変更パースペクティブの 2 種類のレイアウト、 "横並び" （縦の区切り）、または "上下並び" （横の区切り）
を選択できます。

横並びレイアウト
"横並び" レイアウトでは、左側の列に変更パッケージがリスト表示されます。右側のペインに 詳細、履歴、ラベル、変更
および 再生 ビューが表示されます。
変更パースペクティブ では、内容パースペクティブ にある通常のビューの一部が使用されますが、特に変更アクションと変
更パースペクティブ用の 2 つの異なるビュー、 変更 と 再生 ビューもあります。 詳細については、別に説明します。
"横並び" レイアウトで、ビュー ペインの右上にあるツールバー ボタンをクリックすると、ビューが切り替わります。 これらの
ビューのツールバー ボタンは "上下並び" ビューにあるタブに対応し、それぞれの機能を表示するツール チップがありま
す。
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上下並びレイアウト
"上下並び" レイアウトでは、ウィンドウの上半分に変更パッケージが表示されます。下のタブ付きペインに 詳細、履歴、ラ
ベル、変更 および 再生 ビューが表示されます。これは Cross-Platform Client の一般的な 内容パースペクティブ とほと
んど同じです。
注:

"上下並び" レイアウトに切り替えるには、メイン ツールバーにある 上から下までレイアウト ボタン
す。
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をクリックしま

変更パースペクティブのツールバー、タブおよびメニュー
変更パースペクティブの各レイアウトではツールバー、タブおよびメニューを使用して、異なる変更パッケージ タスクを実
行、または異なるビューを表示します。 一般的な StarTeam の場合と同様に、各ツールバー ボタンには対応するメニュー
項目が、変更パッケージ メニューや 変更パースペクティブ 内のコンテキスト メニューにあります。

ツールバーとタブ
"横並び" 変更パースペクティブ レイアウトでは、機能を実行またはビューを変更するために各ペインの上部にあるツール
バーを使用します。
このレイアウトの各ペインに専用のツールバーがあります。 左側には、変更セッションのリストの上に、2 つのアイコンとフ
ィルタ ドロップダウン リストがあります。
左側の横並びレイアウト ツールバー
アイテム

説明

プロパティ...： 選択した変更パッケージの 変更プロパティ ダイアログ ボックス
が表示されます。 変更パッケージのプロパティを表示でき、適切なアクセス権
がある場合は、プロパティを変更できます。
開く (VCM 内に)： 選択した変更パッケージを VCM セッションで開きます。 変
更パッケージが新規でコミットされていない場合は、競合を解決し、このセッシ
ョンをコミットできます。 ただし、選択した変更パッケージが既にコミットされてい
る場合は、VCM セッションに読み取り専用モードで開きます。 一度セッション
がコミットされると、変更できません。
フィルタ のドロップダウンリスト： 選択したフィルタに応じて、変更パッケージ セ
ッションのリストが表示されます。
他の StarTeam を使った場合と同様に、変更パースペクティブ に対してクエリ
とフィルタを新規作成できます。

注: 変更パースペクティブ の "上下並び" レイアウトで、左側にあるツールバー項目は、メインの Cross-Plataform Client
ウィンドウの上に移動します。
右側の横並びレイアウト ツールバー
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アイテム 説明

詳細ビューアを表示： 作成された VCM セッションで、選択された変更パッケージに対するすべての詳細を表示します。
changepackage.details.html ファイルは、デフォルトでインストールされ、完全にカスタマイズされた 詳細ビューア で使用
されます。 詳細は、このヘルプの手順トピック「[詳細] ペインをカスタマイズする」を参照してください。
履歴ビューアを表示： 選択した変更パッケージの履歴情報が表示されます。
ラベル ビューアを表示： 選択した変更パッケージの分岐ラベルとリビジョン ラベルが表示されます。
変更ビューアを表示： 選択したコミット済み変更パッケージのすべての変更が表示されます。
新規またはコミット済み変更パッケージをダブルクリックして、VCM セッションでの変更を表示できます。 コミットされていな
い場合は、引続き、VCM で変更パッケージで作業を続けることができますが、コミット済み変更パッケージは読み取り専用
で変更できません。
再生ビューアを表示： 再生リストの該当ビューに選択した変更パッケージをドラッグするだけで、変更パッケージが再生され
た、対象のすべての可能なビューを表示します（別のビューに再適用された同じ変更）。 再生が許可される場合は、アイコ
ンにプラス記号が表示されます。 ターゲット ビューへの再生が許可されない場合は、カーソルが禁止マーク（丸に斜線）に
変わります。

"上下並び" レイアウトに切り替えるときの注意事項

♦ ツールバー アイコンと フィルタ ドロップダウン ボックスは、メイン ツールバーの上に移動します。
♦ "横並び" ビューの右ペインにある、異なるビュー用のツールバー ボタンは、"上下並び" レイアウトの下半分にある
タブ付きペインと完全に対応します。

108

どちらのレイアウトでも動作はまったく同じです。

[変更パッケージ] メニュー
変更パッケージ の項目の多くが、他の項目と同様に見慣れたメニューになりました。 しかし、変更パッケージ専用の新しい
メニュー項目がいくつかります。 それらを以下の画像で説明します。
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グラフ ウィンドウ
グラフ ウィンドウのユーザー インターフェイスについて説明します。

グラフ ウィンドウのユーザー インターフェイス

Cross-Platform Client、および StarTeam Visual Studio Integration では、上部ペインでアイテムからグラフを作成すること
ができます。
このトピックの後の部分では、上記画像内の番号のついたコンポーネントについて説明します。

グラフ ウィンドウ ツールバー
グラフを作成した後（詳細については、このトピックの最後にある「グラフを作成する」のリンクを参照）、グラフ ウィンドウが
開き、指定したアイテムのグラフを表示します。 グラフ ウィンドウ ツールバーでは以下のことが可能です。

♦ グラフを .jpg ファイルで保存する。
♦ 面グラフや棒グラフなど、異なる種類のグラフを選択する。 使用可能なグラフの種類の一覧については、このトピック
の最後にある「グラフ」のリンクを参照してください。

♦ 図の色を編集する。
♦ グラフを ２次元 または ３次元 で表示する。
♦ オプションとして、グラフの凡例または、水平または垂直方向のグリッド線を表示する。
♦ グラフ タイトルを編集する。
♦ オプションとして、表形式でグラフ データを表示します。
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グラフ表示領域
グラフ表示領域には、グラフ データが表示されます。 グラフ ウィンドウ ツールバーにあるドロップダウン リストを使用し
て、他のグラフの種類を選択できます。

グラフの凡例
グラフの凡例はデフォルトで表示されます。 グラフ ウィンドウ ツールバーの 凡例の表示/非表示 ツールバー ボタンを使
用して、オプションとしてグラフの凡例の表示（オンとオフの切り替え）を指定できます。
関連概念
各製品のドキュメントの場所
StarTeam 製品概要
関連手順
グラフを作成する
関連参照
グラフ
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ビュー比較/マージ（VCM）の UI
ここでは、ビュー比較/マージ（VCM）UI に関連するユーザー インターフェイスの概要について説明します。 ビュー比較/マ
ージは、2 つのビューまたはビューのサブセットを、ソースとターゲットとして比較するときに使用するツールです。 処理の一
部として、対応するアイテムをマージし、ターゲット内のアイテムの新リビジョンを作成することができます。 これらの変更
は、変更パッケージ オブジェクトに含まれます。このオブジェクトを別のユーザーがレビューするため、コミットしないで保存
することも、別のビューに再生（再適用）することもできます。
ビュー比較/マージ は、StarTeam Cross-Platform Client および VCMUtility で使用可能です。
このセクションの内容
ビュー比較/マージ
ビュー比較/マージ（VCM）のユーザー インターフェイスについて説明します。
ビュー比較/マージの状態アイコン
ビュー比較/マージ アイコンの一覧を示します。
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ビュー比較/マージ
ビュー比較/マージ (VCM) は、2 つのビューまたはビューのサブセットを、ソースとターゲットとして比較するときに使用する
ツールです。 処理の一部では、アイテムの差分をソース ビューからターゲット ビューにマージすることができます。
ここでは、StarTeam ビュー比較/マージのユーザー インターフェイスについて説明します。
注: ビュー比較/マージ UI は StarTeam Cross-Platform Client で利用可能で、ビュー比較/マージ ウィザード を実行した
のちに開きます。

ビュー比較/マージのユーザー インターフェイス

VCM ウィンドウには、ビューの比較とマージ、アイテムの差分解決のための、3 つのパースペクティブがあります。

♦ 比較パースペクティブ
♦ マージ パースペクティブ
♦ テスト パースペクティブ
上のイメージは、比較パースペクティブ です。 これらのパースペクティブそれぞれの詳細については、以下の「関連概念」
リンクの「ビュー比較/マージ のパースペクティブ」を参照してください。
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VCM メニュー
VCM メニューには、メイン クライアント メニューのサブセットと、それ以外にビュー比較/マージ固有の追加メニューが 2 つ
あります。

♦ VCM セッション。VCM セッションの要約の表示、パースペクティブの変更、セッションの保存、エクスポートまたは削
除、セッション レポートの表示、変更のコミットを行うことができます。

♦ 差分。アイテムのプロパティの表示、差分のあるアイテムへのナビゲート、ファイル内容のマージ、および、アイテム
のマージ動作の指定を行うことができます。

VCM ツールバー
VCM セッション メニューと 差分 メニューに対応する VCM メニュー コマンドで頻繁に使用されるものは、ツールバー上にそ
れぞれ対応するボタンがあります。 ツールバー ボタンの上にマウスを置いたままにすると、ツールチップが表示されま
す。 ビュー比較/マージ固有のフィルタと、現在のパースペクティブが VCM ツールバー の フィルタ ドロップダウン リストに
表示されます。
注: マージ パースペクティブのツールバーにある 内容の再読み込み ボタンは、使用されているソースおよびターゲットの
スナップショットを変更しません。 既に収集されているビュー比較/マージ セッションの表示のみを更新します。 たとえ
ば、VCM ウィンドウでユーザーによって行われた変更に基づいてアイテムを再グループ化します。 また、ターゲット ビ
ューに戻りファイルを移動すると、マージ ウィンドウに戻り ウィンドウ
内容の再読み込み を選択するときに、移動さ
れたファイルが元の場所に表示されたままになります。

上部ペイン
上部ペインでは、各パースペクティブでのさまざまな機能を実行することができます。

♦ 比較パースペクティブ の上部ペインには、2 つのツリーが表示され、ソース ビューとターゲット ビュー内のアイテムを
比較します。 比較対象になっているビューまたはフォルダ内のすべてのタイプのアイテムの差分を示すため、ツリー
ノードが強調表示されます。

♦ マージ パースペクティブ の上部ペインには、コンポーネント タブに個々のアイテムが表示されます。 コンポーネント

タブでは、選択したフォルダ内のアイテム タイプに解決済みまたは未解決の競合があるかどうかを示す VCM アイコ
ンが表示されます。 アイコンは、解決済みまたは未解決の差分がある各アイテムの マージ ステータス プロパティ列
にも表示されます。 アイコン画像と各アイコンの説明については、下のリンクにあるトピック「ビュー比較/マージの状
態アイコン」を参照してください。

♦ テスト パースペクティブ の上部ペインには、マージ パースペクティブ で示されたのと同様に、ターゲット チェックアウ
トが表示されます。

下部ペイン
下部ペインでは、各パースペクティブでのさまざまな機能を実行することができます。

♦ 比較パースペクティブ の下部ペインには、VCM セッション内のアイテムの詳細とマージ アクションが表示されます。

このパースペクティブに表示するアイテムのフィルタリングと、このペインでアイテムに対して行うマージ アクションの
変更を行うことができます。

♦ マージ パースペクティブ の下部ペインには、3 つのタブがあります。 アイテム プロパティ タブには、比較するソース
ビューとターゲット ビューのプロパティが表示され、編集することができます。 2 つの ファイル比較 タブでは、ソース
ファイルとターゲット ファイル、またはターゲットでマージ済みファイルの内容を比較します。

♦ テスト パースペクティブ には、メイン クライアント ウィンドウと同じ情報タブがあります。
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関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
ビュー比較/マージ セッション パースペクティブ
関連手順
ビューを比較およびマージする
ソース ビューおよびターゲット ビューの選択アイテムを比較する
関連参照
ビュー比較/マージの状態アイコン
ビュー比較/マージ ウィザード
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ビュー比較/マージの状態アイコン
ビュー比較/マージ セッションでのフォルダとアイテムの状態は、マージ パースペクティブ に次のテーブルに示すアイコン
で示されます。 アイコンは、フォルダ、アイテムの上または横、また、コンポーネント タブ上に表示されます。 競合が解決さ
れると、アイコンは動的に変化します。
上部ペインのアイコン上にマウス カーソルを置くと、ポップアップ メニューが表示され、その中からマージ アクションを選択
することができます。
フォルダ アイコンについては、ツールチップが利用できます。
フォルダ状態アイコン 意味

このフォルダには、変更されないままの比較されるアイテムが含まれている。
このフォルダには、比較されるアイテムが含まれていて、その中に、マージ競合と呼ばれる未解決の
変更がある。 マージ競合は、手動で操作する必要があるファイル内容またはプロパティの差分。
このフォルダには、比較されるアイテムが含まれていて、その中には未解決の変更はない。 手動操
作は必要ない。
このフォルダには、比較されるアイテムもフォルダもない。
フォルダ アイコンは、マージ パースペクティブ でビュー比較/マージ セッションの階層ツリー内の各フォルダ横の左ペイン
に表示されます。 ビュー比較/マージ セッションでのフォルダ アイコンは、上部ペインで現在選択されているコンポーネン
ト タブが何かを表します。 たとえば、特定のフォルダ内のファイルの競合はすべて解決したが、そのフォルダの変更要求は
まだ未解決であるという状況の場合、以下のようになります。

♦ ファイル タブをクリックすると、フォルダ アイコンにチェック マークが付き、そのフォルダ内のファイルの競合がすべて
解決済みであることを示します。

♦ 変更要求 タブをクリックすると、疑問符が付き、フォルダに未解決の変更要求があることを示します。
アイテム状態アイコン 意味

アイコンなし

アイテムは、比較に含まれていて、変更されていない。
ビュー比較/マージによって解決されたアイテム。 デフォルト アクションは、他のアクションに変更す
ることができます。
アイテムには差分があり、未解決。 これらの差分は手動で解決する必要があります。
アイテムは、比較に含まれていない。
アイテムが変更されました。 これは、比較のみにおいて使用されます。

アイテム ステータス アイコンは、差分や競合のあるアイテムごとに マージ パースペクティブ の上部ペインに表示されま
す。 また、差分のあるアイテムを含む各コンポーネント タブにも表示されます。 アイテム アイコンは、マージ ステータス 列
と マージ アクション 列に表示され、また、プロパティに競合がある場合には個々のプロパティ列にも表示されます。
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関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
ビュー比較/マージのアクション
関連手順
ビューを比較およびマージする
ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージ セッションの作業フォルダを変更する
子ビューから親ビューに変更をマージする（プロモート）
親ビューから子ビューに変更をマージする（再ベース）
任意の 2 つの関連ビューで変更をマージする（複製）
ビュー比較/マージでマージの競合を解決する
ビュー比較/マージの変更をテストする
VCM 変更セッションを変更パッケージに保存する
ビュー比較/マージの動作を変更する
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ファイル比較/マージ（FCM）の UI
ここでは、ファイル比較/マージ（FCM）のユーザー インターフェイスについて説明します。
ファイル比較/マージには 3 つのバージョンがあります。

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

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

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

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

組み込みファイル比較/マージ
組み込みファイル比較/マージでは、ローカル テキスト ファイルとリポジトリ ファイル（1 つまたは 2 つ）の内容の比較を手
早く行うことができます。 このビューでは、編集やマージはできません。
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メイン ファイル比較/マージ
クライアント内のメイン ファイル比較/マージでは、ローカル ファイルとリポジトリ ファイルとの比較と、内容の編集とマージ
を行うことができます。 比較/マージの各セッションは、ファイル比較/マージ ウィンドウ内の別のタブに表示されます。

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

♦ 2 ～ 3 者間のファイル比較/マージ
♦ 2 ～ 3 者間のフォルダの比較/マージ
♦ 2 ～ 3 者間の画像比較

3 者間ファイル比較/マージ
次の図は、3 者間ファイル比較/マージ セッションの例を示したものです。
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フォルダ比較/マージ
次の図は、フォルダ比較/マージセッションの例を示したものです。
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画像比較
FCM では、2 ～ 3 個の画像を比較し、それらを移動または交換する機能がありますが、編集はできません。
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FCM のメニューとツールバー
ファイル比較/マージのメイン ウィンドウとスタンドアロン ウィンドウには、メイン メニュ、コンテキスト メニュー、およびツー
ルバーがあります。 組み込みファイル比較/マージにはコンテキスト メニューのみがあり、メイン メニューやツールバーは
ありません。
メニューは、ファイルとフォルダの比較、編集およびマージのための特別な操作を提供します。 使用しているファイル比較/
マージのバージョン、比較するファイルの種類、および使用しているペイン数によってメニューは違ってきます。 ファイル比
較/マージのメイン ウィンドウとスタンドアロン ウィンドウのツールバーには、頻繁に使用するコマンドのボタンがあります。

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

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

フォルダ比較での差分の色
次の画像では、ビューの比較/マージの 比較ペイン や ファイル比較/マージ でフォルダ比較時の差分を強調表示するデ
フォルトの色を示します。
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関連手順
ファイルを比較およびマージする
ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する
旧リビジョンのファイル内容を比較する
2 つのローカル ファイルを比較する
ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する
ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する
フォルダを比較する
画像を比較する
ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする
2 つのローカル ファイルをマージする
フォルダをマージする
ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
比較レポートとマージ レポートをカスタマイズする
ファイル比較/マージ オプションを設定する
関連参照
ファイル比較/マージのオプション
ファイル比較/マージのキーボード ショートカット
ファイル比較/マージのアクション
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Toolbar Utility
Toolbar Utility のユーザー インターフェイスについて説明します。

Toolbar Utility のユーザー インターフェイス

Toolbar Utility 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。 個々の
StarTeam や CaliberRM にログオンするために使われるユーザー名とパスワードが Toolbar Utility によって自動的にキャ
ッシュされるため、特定の操作を実行するために同じサーバーに繰り返しログオンする必要がなくなります。 Toolbar Utility
は Windows ファミリのオペレーティング システム上でのみ動作し、デフォルトで StarTeam Cross-Platform Client の一部と
してインストールされ、StarTeam Server とでは、サーバー管理ツールと一緒に使用されます。
このトピックの後の部分では、上記画像内の番号のついたコンポーネントについて説明します。

ツールバー
ツールバーは、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 Utility 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。
ツールバーは以下のいずれかの方法でカスタマイズできます。

♦ ツールバー上のコンテキスト メニュー コマンドを使用する。または、
♦ [エクスプローラ] ウィンドウを使用して、Toolbar Utility の Tools フォルダ内のプログラム ショートカットを直接操作し
ます。

ツールバー変更の詳細については、このトピックの最後にある「Toolbar Utility でツールのプロパティを変更する」のリンク
を参照してください。
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[オプション] ペイン
オプション ペインでは以下のことが可能です。

♦ Toolbar のユーザー インターフェイスの表示形式（表示しない、システム トレイ アイコンのみ、ウィンドウのみ、システ
ム トレイ アイコンとウィンドウの両方）を指定する。 デフォルトでは、Toolbar Utility のシステム トレイ アイコンのみが
表示されます。

♦ 各サーバーに対して同じユーザー名とパスワードを使用し、そのユーザー名とパスワードが有効である他のサーバ
ーへのログオンを不要にする。

♦ Toolbar Utility 上のツールとしてプログラム ショートカットを追加し、それらのツールを簡単に起動できるようにする
（既存のツールを変更または削除することもできます）。

♦ Toolbar Utility のヘルプ情報または [バージョン情報] ダイアログを表示する。

[キャッシュされたサーバー/ユーザーの関連付け] ペイン
ログオン ダイアログ ボックスで このサーバーのデフォルトのログオン認証として保存 オプションを選択してサーバーにロ
グオンすると、Toolbar Utility はそのサーバーにログオンするために使用したユーザー名とパスワードをキャッシュします
（必要に応じて、自動ログオン機能を一時的に無視できます。 詳細については、このトピックの最後にある「Toolbar Utility
でサーバーにログオンする」のリンクを参照してください）。
各サーバーに対して同じユーザー名/パスワードを使用 オプションをオフにすると、各サーバーに対して異なるユーザー名
とパスワードを保存できます。 Toolbar Utility を展開すると、ウィンドウの下半分には、現在キャッシュされているサーバ
ー/ユーザーの関連付けに関して、キャッシュされたサーバー/ユーザーの関連付け情報が表示されます。 テーブルには
次の情報が表示されます。

♦ サーバー タイプ 列には、サーバーのタイプ（StarTeam または CaliberRM）が表示されます。
♦ ホスト名 列には、サーバーが位置しているマシンのネットワーク名が表示されます。
♦ ポート 列には、特定のサーバー構成のポート番号が表示され、同じマシン上で動作している複数のサーバーを区別
できます。

♦ ユーザー名 列には、そのサーバーに対して保存されたデフォルトのログオン認証のユーザー名部分が表示されま
す。

必要であれば、テーブルの列またはウィンドウ全体のサイズを変更して、現在の情報をさらに見やすくすることができま
す。 各サーバーに対して同じユーザー名/パスワードを使用 オプションを選択すると、以後アクセスしようとする各サーバ
ーに対して、Toolbar Utility は保存された最初のユーザー名とパスワードを自動的に使用するので、そのユーザー名とパ
スワードが有効である他のサーバーへのログオンは不要です。
注: Toolbar Utility を終了すると、キャッシュされた情報はクリアされます。
関連概念
各製品のドキュメントの場所
StarTeam 製品概要
関連手順
Toolbar Utility を利用する
Toolbar Utility でサーバーにログオンする
Toolbar Utility でツールのプロパティを変更する
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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
プロジェクトの構成
プロジェクトの構成に関する一連の話題について説明します。
ビューの構成と管理
基本のビュー タイプと、それらの一般的な性質について説明します。
フォルダとパスの概要
フォルダとパスの概要について説明します。
プロモーション状態
プロモーション状態について説明します。
個人用オプション
クライアント アプリケーションをカスタマイズするために使用できる個人用オプションについて説明します。
デフォルト作業フォルダと代替作業フォルダの理解
デフォルト作業フォルダと代替作業フォルダ、またそれらの変更結果について説明します。
チェックインおよびチェックアウトの関連操作
チェックインおよびチェックアウトの処理に関連する概念について説明します。
ラベル
このセクションでは、ラベルの使用について説明します。
分岐オプション
分岐オプションに関する概念を説明します。
フォルダやアイテムへの参照
StarTeam がフォルダおよびアイテムへの参照を管理する方法について説明します。
処理アイテム、処理リンク、処理タスク
拡張リンク モデルについて説明し、拡張処理アイテム、拡張処理リンク、および処理タスクの使用について説明し
ます。
ファイル、フォルダ、ビューの比較とマージ
ファイル、フォルダ、ビューの比較とマージに関連する概念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。
プロジェクトおよびアイテムへのクイック アクセス
StarTeam によって、ユーザーがプロジェクト、ビュー、フォルダ、およびアイテムにすばやくアクセスできるようにな
る方法の概要を説明します。

128

プロジェクトの構成
ここでは、プロジェクトとプロジェクトの構成に関わるさまざまな問題について説明します。
このセクションの内容
プロジェクトの概要
プロジェクトとそれに含まれる物について説明します。
プロジェクトの独立性の維持
プロジェクト間のリンクと共有を最小限にすることによってプロジェクトの独立性を維持する際のガイドラインを示し
ます。
プロジェクト間のファイルの依存関係の扱い
プロジェクト間のファイルの依存関係を、より効果的に扱うテクニックを紹介します。
プロジェクト間のアクティビティのサポート
複数のプロジェクトにまたがるライフサイクル アクティビティを扱う方法について説明します。
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プロジェクトの概要
プロジェクトは関連するアイテム（ファイルや変更要求など）を階層的にグループ化するための方法です。 ビューとフォルダ
を利用して、これらの関連するアイテムをより効率的に組織化できます。 たとえば、ソフトウェア製品を対象としたプロジェク
トを作成する場合、製品の機能仕様書、マーケティング要件ドキュメント、ソース コード、テスト スイートなどのファイルを種
類別に、別々のフォルダに格納できます。
ビューはさまざまな方法で使用できます。 たとえば、異なるビューを使用して、開発者にはプロジェクトのソース コード フォ
ルダとその子フォルダだけが見えるようにし、マーケティング担当者にはプロジェクトのマーケティング関連フォルダとその
子フォルダだけが見えるようにする、ということができます。 この場合、それぞれのビューは異なるフォルダをルートとして持
ちます。 ビューは、分岐と並行開発もサポートします。
ビュー レベルまたはアイテムごとに、ファイルや変更要求などのデータを分岐させることができます。 分岐を利用すること
で、製品の特殊なバリエーションを作成できます。 たとえば、1.0 バージョンのサービス パックの開発を妨げることなく、製
品の 2.0 バージョンの開発を始めることができます。
サーバーへのアクセス権を持ち、そのサーバー上にプロジェクトを作成するために必要な権限が与えられていれば、任意
の StarTeam サーバー構成上にプロジェクトを作成できます。 プロジェクトを作成するときは、プロジェクトの名前を設定し、
プロジェクトのルート（初期）フォルダに対する作業フォルダの場所を指定する必要があります。 プロジェクトを作成すると、
プロジェクトの初期ビューも同時に作成されます。 初期ビューの名前はプロジェクトと同じですが、必要に応じて後で変更で
きます。 このとき、ルート フォルダも一緒に作成されます。 プロジェクトの作成先のサーバーへのアクセスがセットアップさ
れていない場合は、プロジェクト作成処理の中でサーバーへのアクセスを追加できます。
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。
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プロジェクトの独立性の維持
高凝集と疎結合という昔ながらのプログラミング主義は、StarTeam プロジェクトにも適用されます。 StarTeam プロジェクト
の独立性が高くなればなるほど、プロジェクトの安全確保と管理が容易になります。必要であれば、元の StarTeam 構成か
ら分離することすらできます。 プロジェクトの独立性を維持するとは、プロジェクト間のリンクと共有を最小限に維持する
か、できれば、完全に避けることを意味します。
以下に、同じプロジェクト内に置くものを決定する際のガイドラインを示します。

♦ プロジェクトは、凝集性の高いアプリケーション セットやアプリケーション コンポーネント セットのライフサイクル成果

物を管理するために使用すべきです。 たとえば、1 つの商用のソフトウェア製品や基本ライブラリ パッケージなどで
す。 複数のアプリケーションやコンポーネント セットでも、相互に関係しているため、一緒に強化したりリリースする場
合は、1 つのプロジェクトで管理することができます。

♦ 1 つのプロジェクトには、サポート対象のアプリケーションやコンポーネントのライフサイクルを管理するために必要な
すべての成果物を含めます。 これには、構築フェーズの成果物（例： ソース ファイル、イメージ、リソース ファイル）
や、後期フェーズの成果物（例： テスト スクリプト、アプリケーション）だけでなく、ライフサイクル初期の成果物（例：
要件文書、モデリング図、設計文書）も含めます。

♦ プロジェクトには、各ライフサイクル フェーズにおいて生成されたすべての成果物を入れる必要があります。これに

は、生成を行うのに必要とされる、非生成成果物も含まれます。 たとえば、ワークスペース/プロジェクト ファイル、ソ
ース コード、リソース ファイルなど、IDE を利用して記述したすべてのファイルが含まれます。 別の場所で作成され
たものではあるが、プロジェクトの IDE やビルド プロセスで必要となる "入力ファイル "（.h、.lib、.jar、.dll ファイ
ルなど）の "入力ファイル" も含まれます。 入力ファイルは、サード パーティ や、同じ StarTeam 構成または別の
StaTeam 構成の他のプロジェクトから提供される場合もあります （あるプロジェクトから別のプロジェクトへの成果物
の転送については、後で説明します）。

♦ 記述したファイルから直接生成したファイル（.obj、.class、.lib ファイルなど）は、一般に、プロジェクトにチェックインす

る必要はありません。 ただし、他のプロジェクト、エンジニアリング テスト、QA、その他の配布フェーズに提供される
"最終的な" バイナリ（.jar、.war、.exe ファイル）はチェックインするのが一般的です。 生成されたファイルをバージ
ョン管理の下に置く必要があるかどうかは、開発、テスト、およびリリースの方法論に強く依存します。

♦ プロジェクトは、サポート対象となる製品やコンポーネントの長期的なビューを持つ必要があります。 つまり、プロジェ
クトには、ライフサイクル全体にわたる複数回の反復で生成されたすべての成果物を保存しなければなりません。 こ
れは、そのプロジェクトが、アプリケーションやコンポーネントの複数のバージョン（これらのモジュールの完全な履
歴）をサポートすることを意味します。

♦ StarTeam は、プロジェクトのファイルに関連する "作業" 成果物（変更要求、タスク、トピック、要件）が同じプロジェク
トに保存されているときに、その威力を最大限に発揮します。 たとえば、変更要求を入力して、追跡したり、同じプロ
ジェクト内のそれに関連するファイルにリンクすることができます。 このアプローチでは、"変更要求の優先順位付
け" やプロジェクト横断的なレポート作成などのアクティビティの際に特別な配慮が必要です。 これらの問題につい
ては後で説明します。

開発フェーズを分けたり（たとえば、設計と開発）、開発成果物のタイプを分ける（たとえば、ファイルと変更要求）ためにプロ
ジェクトを利用しようと試みてきたユーザーもいます。 そうすると、成果物同士が大量のリンクや共有によって相互に関連
することが時々あります。 しかし、共有を大量に使用すると（特にプロジェクト間での共有）、バージョン管理やレポート作成
が困難になり、セキュリティやパフォーマンスまでもが低下することが、経験からわかってきました。 このため、同じアプリケ
ーションやコンポーネントに関連する成果物は --- タイプの違いやライフサイクルの関連性にかかわらず --- 同じプロジェ
クト内で管理されることを推奨します。

例 1： 単純なクライアント/サーバー アプリケーション
シナリオ： 商用のソフトウェア アプリケーションが C++ で記述された 1 つのサーバーと、同じく C++ で記述された 1 つのク
ライアントで構成されています。 さらに、クライアントとサーバーのモジュールは、共通の DLL を生成するために、かなりの
量のソース コードと IDE プロジェクトを共有しています。 一般に、クライアント モジュールとサーバー モジュールは、一緒
に強化やリリースが行われます。
このシナリオでは、クライアント モジュールとサーバー モジュールの両方のファイルを一緒に管理するために、1 つの
StarTeam プロジェクトを使用すべきです。 ソース コードの共有と共通のリリース スケジュールは、これらのモジュールが
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単一アプリケーションの凝集部分であることを示唆しています。 クライアント モジュールとサーバー モジュールのすべての
ライフサイクル フェーズに必要な要件、設計文書、変更要求、その他の成果物は、同じプロジェクトで管理すべきです。

例 2： 独立のクライアント モジュール
シナリオ： 例 1 で説明したものと同じサーバーを使用する新しい Java クライアント アプリケーションを開発します。 この
Java クライアントのビルドとコンパイルには、JNI ラッパーを作成するために、サーバーが使用するヘッダー ファイルと DLL
の一部が必要になります。その他のソース ファイルは必要ありません。 さらに、Java アプリケーションは、他のサード パー
ティ製のサーバーにアクセスします。また、このアプリケーションの強化とリリースのスケジュールは、クライアント/サーバ
ー モジュールとは独立です。
このシナリオでは、この Java クライアントの成果物を管理するために、独立の StarTeam プロジェクトを使用するのが妥当
です。 Java クライアントで必要になる最新のヘッダー ファイルと生成された DLL は、クライアント/サーバー プロジェクトで
使われるビルド プロセスによって、"external components" フォルダにチェックインされます。 この Java クライアントに関連
する変更要求、タスク、その他のライフサイクル オブジェクトは、すべて同じプロジェクトで管理されます。

例 3： 複雑な財務アプリケーション スイート
シナリオ： ある複雑なアプリケーション スイートが、一組の基本コンポーネントと、100 個近い独立したアプリケーションで構
成されています。これらのアプリケーションは、会計、保険、予測などの 5 つの機能分野に分けられます。 これらのアプリ
ケーションは、異なるチームによって開発されますが、すべて同じ基本コンポーネントを使用します。この基本コンポーネン
トは、これらの開発チームが共同で保守します。 1 つの機能分野内のアプリケーションは、相互に強く関連しています。し
かし、異なる機能分野のアプリケーション同士はかなり独立しています。 基本コンポーネント ライブラリは、独自のスケジュ
ールに基づいて強化およびリリースが行われます。一方、アプリケーション スイート全体は、1 つの商用製品として、調整さ
れたスケジュールでリリースされます。
アプリケーション スイート全体は相互に関連していますが、アプリケーション スウィート全体の規模から、複数のプロジェク
トを使用すべきです。 基本コンポーネントは 1 つのプロジェクトで管理します。5 つの機能分野が、それぞれ 1 つのプロジェ
クトを利用して、関連するアプリケーションを管理します（合計 6 つのプロジェクト）。 基本プロジェクトが強化されビルドされ
ると、jar ファイルにチェックインされて、各機能分野のプロジェクトに配布されます。 各開発チームは、一般的には、プロジ
ェクトを 1 つだけ開いて通常の作業を実行します。 ただし、複数のプロジェクトからファイルを抽出して、スイート全体のビル
ドを生成するためには、特別なビルド スクリプト（StarTeam SDK を使用）を使用します。 また、このビルド スクリプトは、複
数のプロジェクトに共通のビュー ラベルとプロモーション状態の管理を自動化します。
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プロジェクト間のファイルの依存関係の扱い
プロジェクトの凝集性が高い場合は、プロジェクト間の依存関係は最小になります。それでも、プロジェクト間のファイルの
依存関係が生じる場合があります。 記述したファイルでも生成されたファイルでも、ファイルを複数のプロジェクトで使用す
る必要がある場合があります。
このような状況に対処するためにすぐに思いつく方法は、両方に依存するファイルを一方のプロジェクトから他方のプロジ
ェクトに共有することです。 一見、このアプローチは機能しますが、プロジェクトをまたぐ共有は、次のような理由から問題が
生じやすいことが経験的にわかっています。

♦ 共有アイテムの動作が "変動" に設定されている場合、変更は親プロジェクトから子プロジェクトへ直ちに反映されま

す。時には、そのために不都合が生じる場合があります。 StarTeam ユーザーの多くは、更新の反映をできるだけ計
画的に管理する必要があることに気づいています。

♦ 共有アイテムの動作が特定のタイムスタンプに設定されている場合、更新を反映するために時々調整する必要があ
ります。 このために、共有アイテムは読み取り専用になります。また、沢山の共有に対して頻繁に構成のタイムスタ
ンプを調整するのは負担になります。

♦ 共有アイテムの変更時分岐プロパティが（おそらく偶然に）オンに設定されていて、変更が子共有に反映される場合

は、子プロジェクトでオブジェクトが分岐します。 これは、親アイテムから子アイテムへの変更の アトミック プロモーシ
ョン を分断します。 子共有がフォルダの場合、作業フォルダの変更などの無害な変更でも、フォルダ オブジェクトの
分岐が生じます。

♦ あるアイテムに更新が行われると、共有ツリー全体がロックされなければなりません。 共有ツリーが大きくなるにつれ
て、更新のパフォーマンスもそれに比例して影響を受けます。

♦ 通常、古くなったビューやプロジェクトを削除するときには、StarTeam の完全削除ユーティリティを使用して、不要に

なったデータベース レコードやアーカイブ ファイルを戻すことができます。 ただし、削除されたプロジェクトやビューに
よって使われていた共有があると、完全削除ユーティリティが、データベースとアーカイブのサイズを期待通りに削減
できなくなります。 つまり、プロジェクト間の共有を使用するサーバーのサイズは、削減できなくなる可能性がありま
す。

これらの理由から、他のテクニックの方が、プロジェクト間のファイルの依存関係を効果的に扱えることがわかってきまし
た。 以下に、さまざまな状況で作業を共有するための代替案を示します。 最終的に、共有が、あるプロジェクトから別のプ
ロジェクトにファイルを公開する最適な方法になったとしても、最初に、以下のアプローチを検討してみるべきです。

配置アプローチ
あるプロジェクトが、他のプロジェクトにチェックインしなければならないファイル セットを "所有" している場合は、それらの
ファイルを定期的に "配置" するプロセスを定義できます。 つまり、必要に応じて、スクリプトなどによって、このファイル セ
ットをターゲット プロジェクトにチェックインする方法です。 通常、ビルド スクリプトは、このような配置タスクを組み込むのに
良い場所です。特に、配置するファイルがビルドによって生成される場合はそうです。 同じファイルを複数回チェックインし
ても、（一般的に）データ保管庫のサイズが増加しない点に留意してください --- 一意のファイル リビジョンが、それぞれ 1
回のみ保存されます。

構成アプローチ
場合によっては、互いに依存するファイルをそれぞれのプロジェクトにチェックインする必要はないが、それらを、ビルド や
配布などの共通のプロセスに含める必要があることがあります。 このような場合は、プロセスに含めるファイルを定義した
単純な設定ファイル（たとえば、XML ファイルなど）を作成できます。 構成が変わったときに、このファイルを決められた場
所にチェックインして更新すれば、ビルド、リリース、その他のスクリプトは、この設定ファイルをチェックアウトして、パーズ
し、その指示に基づいて処理を実行できます。

リンク アプローチ
共有の代わりに、リンクを使用して、サーバー間のオブジェクトを接続することができます。 リンクには、共有のような問題
はそれほどありません。リンクを固定、変動、または移動させることによって、さまざまなオブジェクト リビジョンを参照できま
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す。 リンクを使用することの欠点は、リンクにはタイプがなく、また、そのリンクの目的を判断するのに、リンク コメント以外
のプロパティがないことです。
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プロジェクト間のアクティビティのサポート
プロジェクトの分割方法に関係なく、複数のプロジェクトにまたがるライフサイクル アクティビティが見つかる場合がありま
す。 以下に例となるシナリオと対処方法を示します。
複数プロジェクトのビルド

複数のプロジェクトからのファイルを必要とするビルド プロシージャには、StarTeam
SDK を使用します。これを利用すると、同時に複数のプロジェクトを開くことができま
す。 代替手段として、StarTeam コマンドライン ツール（stcmd）の反復呼び出しを利
用して、必要な各プロジェクトからファイルをチェックアウトすることもできます。
不具合修正の優先順位付け
新しい不具合が発見された場合、通常は、修正すべきモジュールが見つかる前に、
それが変更要求として入力されます。 つまり、修正されるファイルを含むプロジェク
ト内で変更要求が正常に管理されていると、最初に変更要求を作成する場所を決め
なければならないという矛盾が生じます。 プロジェクト リーダーまたはその他の人間
が、変更要求を処理すべきと判断した誰かにそれを割り当てることによって、その変
更要求を優先順位付けします。 その変更要求が分析され処理されている間、その
対策のために最終的に変更されるモジュールが、しばらくわからないこともありま
す。 このようなシナリオの単純な解決策は、すべての変更要求を既知の場所（たと
えば、“new defects” プロジェクト）に置き、必要に応じてそれらを適切な場所に移動
（コピーではない）することです。
プロジェクト横断的なレポート作成 現在のところ、StarTeam には、プロジェクト横断的なレポートが内蔵されていませ
ん。 したがって、「作業開始されている CR を全プロジェクト分すべて」、「サーバーを
またがるファイル メトリクス」といった汎用的なレポートが欲しい場合、最良の選択
は、StarTeam Datamart を利用して、複数のプロジェクトや場合によっては複数の構
成から、CR を収集しレポートを作成することでしょう。 別の選択肢としては、StarTeam
SDK を利用し、独自のレポート アプリケーションを記述する方法が考えられます。
関連概念
プロジェクトの概要
プロジェクトの独立性の維持
プロジェクト間のファイルの依存関係の扱い
関連手順
プロジェクトを管理する
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ビューの構成と管理
ビューは、1 つのプロジェクト内の成果物のサブセットにアクセスするためのウィンドウです。 さらに、ビューは、成果物を参
照したり、成果物へのアクセスを管理するためにアイテムを使用します。 ビューの構成方法に応じて、ビューは、特定の開
発アクティビティや保守アクティビティのためのサブプロジェクトとしての役割を果たしたり、別のビューの読み取り専用また
は更新可能なサブセットになったり、その他の目的のために使用できます。 うれしいことに、ビューは、さまざまなニーズに
対応するために極めて高い柔軟性を持っています。 ただし、さまざまなビュー タイプがどのように動作するかを理解してい
ないと、予期しない結果や望まない結果が得られる場合があります。
ここでは、それぞれのビュー タイプ、その振る舞い、使用する時期について説明します。 また、特定の開発アクティビティに
対するビューの果たすや役割について説明し、ビュー内の変更を管理したり、ビューから別のビューに変更を反映する際の
プラクティスを提案します。
このセクションの内容
ビューの概要
ビューとその使い方について説明します。
ビュー タイプの理解
さまざまなビュー タイプについて説明します。
ビューの役割
さまざまなビュー タイプの役割について説明します。
ビューの適切な使用
ビューの作成と管理についての一般的なガイドラインを示します。
ビュー内での変更管理
ビュー内で変更を管理する際のベスト プラクティスについて説明します。
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ビューの概要
新しいプロジェクトを作成すると、サーバーはそのプロジェクトの初期の、もしくはルートのビューを、"ファイル" タイプだけ
が新しいビューのデフォルトとして事前選択された状態で作成します。 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。
初期ビューは、プロジェクトと同じ名前を持ち、ルート フォルダを構成して、子フォルダ、ファイルなどを追加できます。 初期
ビューは、常に読み取り/書き込み可能です。 ルート ビューは、動的に変更を反映してプロジェクトのすべてのアイテムを
表示するので、共同開発には理想的です。
ユーザーとプロジェクトの両方のニーズに応えるため、アプリケーションでは、ルート ビューを基に、追加のプロジェクト ビュ
ーを作成できるようになっています。 子ビューと呼ばれるこれらの追加のビューには、元のビューの内容の一部または全部
を含めることができます。また、元のビューとは異なる振る舞いをさせることもできます。 たとえば、次のような目的で子ビュ
ーを使用します。

♦ 製品の複数のリリースに同じフォルダ階層を実装するため。 ルート ビューが現在の開発用になっている場合、フォル
ダ階層はルート ビューで維持し、各リリースの出荷時にはリリース用の新しい子ビューを作成します。 保守は、子ビ
ューで行います。

♦ 特定のチーム メンバが見ることのできるプロジェクト領域を制限するため。 開発者はプロジェクトのソース コード フ

ォルダとその子フォルダだけを見る必要があり、マーケティング担当者はマーケティング フォルダとその子フォルダだ
けを見る必要があるような場合です。 これらのビューは、それぞれ異なるフォルダをルートにすることができます。

♦ 分岐や並行開発をサポートするため。 ファイルとその他のデータを新しいビューに分岐させることで、製品のバージ
ョン 1.0 に対するサービス パックの作成を妨げることなく、バージョン 2.0 の開発を始めることができます。

これらのビューはアイテムの構成を表し、同じコードを基にした異なる開発ベースラインをサポートします。 あるリリースの
保守ビューから次のリリースを作成しているルート ビューに、変更を反映させることはよくあります。 ビューを再構成して、
以前のある時点で存在していたとおりにアイテムを表示させたり、ビュー ラベルに基づいて、または関連付けられたプロモ
ーション状態に基づいて表示させたりすることができます。 ロール バック ビューは読み取り専用のビューです。アイテムの
正確な状態を表示しますが、変更することはできません。

分岐ビューの理解
分岐ビューは、分岐させることができるビューです。つまり、ビュー内のフォルダやその他のアイテムを、親ビュー内の対応
するアイテムから分離させることができるビューです。
分岐ビューは、さまざまな目的で使用されます。分岐ビューを作成することで、開発のメインラインからの異なる要求を満た
すことができます。 たとえば、保守リリース、または製品のカスタム バージョン用に分岐ビューを作成できます。 分岐ビュ
ーを使用すると、プロジェクトのある領域が完成してテストされるまでプライベートにしておくこともできます。 その後は、必
要なときに、変更を開発のメイン ラインにマージできます。
分岐ビューでは、親ビューとは異なる作業フォルダを使用する必要があります。 両方のビューで同じ作業フォルダを使用す
ると、混乱を招くだけでなく、ステータスの問題が発生するおそれがあります。

アイテムの分岐動作
設定が適切であれば、子ビュー内のフォルダ、ファイル、および変更要求を分岐できます。つまり、親ビュー内の対応する
アイテムから分離できます。 フォルダと変更要求はプロパティが変化すると分岐しますが、ファイルは内容またはプロパテ
ィが変化した場合に分岐します。 要件、タスク、およびトピックは、一切分岐できません。
各アイテムのそれぞれのビューで最大 1 回分岐が発生します。 たとえば、ルート ビューに新しいアイテムが追加される
と、その最初のリビジョンはドット記法 1.0 となります。 それに続くリビジョンは、1.1、1.2、および 1.3 となります。 このアイテ
ムがルート ビューから作成された 2 つの子ビューに含まれていて、その子ビューが両方とも分岐ビューであるとします。 一
方の子ビューで、アイテムに対して新しいリビジョンが作成されると、アイテムが分岐します。 このルート ビューの "親" ア
イテムからの分離は、ドット記法に数字が 2 つ追加されることによって示されます。 親アイテムが 1.3 の場合、子アイテム
は 1.3.1.0 となります。 子アイテムの次のリビジョンは 1.3.1.1 です。
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次に、もう一方の子ビューの対応するアイテムが変更されたとします。 そのアイテムのドット記法も変更する必要がありま
す。 1.3.1.0 は既に存在するので、親アイテムからのこのアイテムの分離は、ドット記法 1.3.2.0 となります。 この子アイテム
の次のリビジョンは 1.3.2.1 です。
ルート ビューにある元のアイテムの履歴は、1.0 > 1.1 > 1.2 > 1.3 となります。 次のリビジョンは 1.4 です。 一方の子ビュー
にあるアイテムの履歴は、1.0 > 1.1 > 1.2 > 1.3 > 1.3.1.0 > 1.3.1.1 となります。 次のリビジョンは 1.3.1.2 です。 もう一方の子
ビューにあるアイテムの履歴は、1.0 > 1.1 > 1.2 > 1.3 > 1.3.2.0 > 1.3.2.1 となります。 次のリビジョンは 1.3.2.2 です。
フォルダ、ファイル、または変更要求が分岐できるかどうかは、動作の設定によって決まります。

♦ アイテムの [変更時に分岐] チェック ボックスが有効でオンになっている場合、アイテムは分岐できます。
♦ アイテムの [変更時に分岐] チェック ボックスは有効であるがオフになっている場合、アイテムは分岐できませんが、
その動作は変更できます。

♦ アイテムの [変更時に分岐] チェック ボックスが無効である場合、アイテムは既に分岐しているか、StarTeam に追加
されたときの場所にあります。

♦ フォルダの [変更時に分岐] チェック ボックスが有効であるがオフになっている場合、新しいアイテムは追加できませ
ん。 アイテムを追加しようとすると、フォルダが読み取り専用であることを示すエラー メッセージが表示されます。

注: フォルダの分岐動作を変更しても、フォルダ内のアイテムの動作は変更されません。フォルダ内のアイテムには独自の
分岐動作があるからです。

親ビューと分岐ビューの両方に含まれるアイテム
新しく分岐したビューに含まれるフォルダによっては、親ビューのいくつかのアイテムが新しく分岐したビューに表示されま
す。 ただし、ビュー ラベルとリビジョン ラベルはビュー間で移動されないので、親から "継承した" アイテムにはラベルがあ
りません。
結果として、変更要求のワークフローは以下のような影響を受けます。

♦ 変更要求の分岐時に、[テスト済み最新ビルド] フィールドと [以下のビルドで対応] フィールドに値が設定されていな
い場合、ワークフローは新しいビューに固有のものになります。

♦ 変更要求の分岐時に、[テスト済み最終ビルド] フィールドと [以下のビルドで対応] フィールドの値にビルド ラベルが

設定されている（つまり、これらのフィールドが空ではなく、"次のビルド" 以外の値を持つ）場合、分岐された変更要
求にはこれらの値が保持されます。 これらの値は新しいビューで変更できますが、その際には、新しいビューに存在
するビルド ラベルの名前にしか変更できません。

♦ 変更要求の分岐時に、[以下のビルドで対応] フィールドの値が "次のビルド" である場合、"次のビルド" の値は、新

しいビューで作成された次のビルド ラベルではなく、親ビューで作成された次のビルド ラベルの名前に置き換えられ
ます。

関連概念
ビュー タイプの理解
ビューの適切な使用
ビュー内での変更管理
関連手順
ビューを管理する
関連参照
ビュー タイプのオプションと設定
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ビュー タイプの理解
次に示すように、6 つの "具象" ビュー タイプがあります。 特殊なルート ビュー タイプと 1 つの派生なしビュー タイプ以外
は、すべて派生ビュー タイプです。派生ビュー タイプは、参照ビュー タイプとバリアント ビュー タイプに分かれます。さら
に、それぞれのビュー タイプは 2 つの具象ビュー タイプに分かれます。

抽象ビュー タイプと具象ビュー タイプについて、以下に説明します。

♦ ルート ビュー： ルート ビューは、プロジェクトごとに自動的に作成される "メイン" ビューです。 最初は、プロジェクト

名と同じ名前が与えられますが、ユーザーが名前を変更するこもできます （通常は、その役割を強調するために "メ
イン" という名前に変更されます）。 ビューが作成された当初は、ルート ビューには、ビューと同じ名前を持つルート
フォルダが 1 つだけ存在します。 ルート ビューは、親を持たない唯一のビュー タイプで、プロジェクトのビュー階層の
最上位を構成します。

♦ 派生なしビュー： "空の"ビューと呼ばれることもあります。 メイン ビューと同様に、最初はルート フォルダ以外のアイ

テムを持ちません。 派生なしビューは親ビューを持っていますが、その親から派生していないので、親ビューのアイ
テムを継承しません。 派生なしビューに新しいアイテムを追加したり、ほかのビューのアイテムを共有することはでき
ます。 派生なしビューは、ライフサイクルに組み込まれていないアクティビティのために使用できます。そして、1 つの
アイテムを一度に組み上げる "スクラッチ パッド" のような役割を果たします。

♦ 派生ビュー： 派生ビューは、親ビューのサブセットまたは完全なコピーとして作成されます。 親ビューのフォルダの 1
つ（通常はルート フォルダ）が、派生ビューのルート フォルダとして選択されます。このため、派生ビューは、派生元
にある成果物への "ウィンドウ（窓）" として作成されます。 派生ビューで成果物に対して実行できる操作は、そのビ
ューがバリアント ビューか参照ビューかによって異なります。

♦ 参照ビュー： 参照ビューは、派生ビューの一種で、親ビューの純粋なサブセットです。 参照ビューは、そのビュー固有
のアイテムを持たず、親ビューと同じアイテムを使用します。 したがって、参照ビューに対する更新（許可されている
場合）は、親ビューで使われている同じアイテムに適用されます。 これは、参照ビューが固有の成果物分岐を持たな
いことを意味します。このため、参照ビューは "非分岐ビュー" とも呼ばれます。 また、参照ビューは、固有のビュー
ラベルも持たないので、親と同じビュー ラベルを共有します。 参照ビューは、固有のアイテムを持たないため、軽量
であると考えられます。 参照ビューは、更新可能または読み取り専用に設定できます。

♦ 更新可能な参照ビュー： 更新可能な参照ビューは、親ビューの純粋なサブセットで、何も制約が加えられていませ

ん。 親ビューで更新可能なアイテムは、参照ビューでも同様に更新可能です。 2 つのビューが同じアイテムを共有し
ているので、いずれかのビューでの変更は、直ちに両方のビューに反映されます。 更新可能な参照ビューは、セキュ
リティの目的で、別のビューの一部を公開する場合に役立ちます。 フォルダ レベルやアイテム レベルのセキュリティ
権限を親ビューに追加する代わりに、子である更新可能な参照ビューにビュー レベルのセキュリティ権限を追加する
方が、管理が簡単になる場合がよくあります。

♦ 読み取り専用参照ビュー： 読み取り専用参照ビューは、親ビューのアイテムのサブセットですが、子ビューからこれら
のアイテムを変更することはできません。 子ビューは、親ビューの最新構成に対して変動に設定できます。 この場
合、親ビューでの変更が、子ビューから参照可能なアイテムに直ちに反映されます。 あるいは、読み取り専用参照ビ
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ューを、親ビューの特定の構成（タイムスタンプ、ビュー ラベル、またはプロモーション状態）に固定することもできま
す。 固定された読み取り専用参照ビューには、その構成の時点での親ビュー（サブセット）の状態が反映されます。
一度子ビューが作成されると、その基になった構成を変更することはできません。 ただし、ラベルとプロモーション状
態の場合は、子ビューは、これらのオブジェクトに行われた変更を "追跡します"。 たとえば、親ビューで、新しいアイ
テムや異なるリビジョンがラベルやプロモーション状態に添付された場合は、その変更が子ビューに直ちに反映され
ます。 変動または固定の読み取り専用参照ビューは、たとえば、ビルド スクリプトなどのアプリケーションを利用して
ビューのサブセットを作成し、読み取り専用のアクセス権を保証したい場合に役立ちます。

♦ バリアント ビュー： 参照ビューとは対照的に、バリアント ビューは、親ビューの純粋なサブセットではありません。 バ

リアント ビューは、最初は親ビューの完全なコピーまたはサブセットとして作成されますが、バリアント ビュー固有の
アイテムを持ちます。 実際、バリアント ビューが作成された当初は、親ビューのアイテム（またはサブセット）は子ビュ
ーに共有（コピー）されます。つまり、最初は同じ成果物を参照しています。 新しいアイテムが子ビューに追加された
場合、そのアイテムを含むフォルダの構成によっては、それらが自動的に親ビューに追加されないこともあります。 さ
らに、バリアント ビューは固有のアイテムを持つので、バリアント ビューのアイテムは独立に構成できます。つまり、
それらを分岐させることができます。 したがって、バリアント ビューは "分岐可能なビュー" とも呼ばれます。 バリア
ント ビューの作成時に変更時分岐（BOC）がオンに設定されているかどうかによって、次の 2 つのバリアント ビュー
タイプに分類されます。

♦ 分岐なしビュー： バリアント ビューのアイテムが、BOC がオフの状態で構成された場合は、このビューは分岐なしビ

ューと呼ばれます。 分岐なしビューは、親ビューとラベルを共有しない点を除けば、参照ビューと似たような舞いをし
ます。 子ビューのアイテムが固定構成で作成された場合、それらは読み取り専用になります。 アイテムの構成が変
動の場合は、それらのアイテムの更新が親に反映されます。 このため、分岐なしビューは、しばしば "変動ビュー"
と呼ばれます。 ただし、子ビューがそのビュー固有のアイテムを持つため、子ビューでの "移動" は親ビューには反
映されません。 移動の場合とその他の更新の場合で、反映動作に違いがあるので、分岐なしビューは非常に混乱が
生じやすいビューです。 分岐なしビューを作成してから、手動でアイテムの構成と変更時分岐を変更することもでき
ますが、このアプローチは、煩雑になるだけで、最悪の場合、壊滅状態になることもあります。 したがって、分岐なし
のバリアント ビューはお勧めしません。

♦ すべて分岐ビュー： すべて分岐ビューは、最もよく使われるビューです。 すべて分岐ビューは、すべてのアイテム（分

岐可能な成果物タイプを指す）の変更時分岐がオンの状態で、親ビューのコピー（またはサブセット）として作成され
ます。 すべて分岐ビューのアイテムは、変動に設定できます。その場合は、親ビューでの変更が子ビューに反映され
ます。 ただし、すべて分岐ビューは、すべてのアイテムが特定のタイムスタンプやビュー ラベルに固定されている場
合の方が、はるかに有用です。

StarTeam の 6 つのビュー タイプのうち、最もよく使われるのは、メイン ビューと、固定されたアイテム（変動アイテムではな
い）を持つすべて分岐ビューです。 次のセクションで詳しく説明しますが、各プロジェクトには、メイン ビューが 1 つだけ存
在します。ただし、新規開発と保守の両方のアクティビティをサポートするために、すべて分岐ビューをいくつか使用しま
す。 参照ビューは、セキュリティ管理を複雑にせずに、親ビューの読み取り専用または更新可能なサブセットを公開する手
段として時々使用します。 空のビューは、ほとんど使われません。また、分岐なしビューはお勧めしません。
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ビューの役割
技術的には、ルート ビューだけを使ってプロジェクトの成果物を管理しようと思えばできます。 たとえば、次のようなことが
可能です： すなわち、新しいフォルダ、ファイル、CR などのアイテムをすべてルート ビューに直接追加する、アイテムの修
正時にロックを取得してユーザー間の競合を防ぐ、リビジョン ラベルや処理アイテムを用いて論理的に同じ変更に関係す
るリビジョンを特定する、特定のビルドやリリースなどのマイルストーンのマークとなるビュー ラベルを作成する、プロモーシ
ョン状態を使用して、ビュー ラベルで表されるスナップショットをテストとリリースの連携プロセスを通じて伝播させる、といっ
たことです。
プロジェクトに初めて着手する場合や、変更が非常に小規模（かつ安全）である場合は、メイン ビューを直接変更してもか
まいません。 そうでない場合は、まず変更を他のサーバーで試してみない限り、直接変更すると、"ビルドを壊す" 危険性
が増します。 チームが同じファイル、モジュール、あるいはアプリケーションの 2 つのバージョンを同時に作業対象にしなけ
ればならなくなると、ルート ビュー以外の作業場所が必要になります。 これが開発ストリームの目的です。 プロジェクト内
で異なる成果物分岐を要する並行開発/保守作業に対応したコンテナが必要です。 ルート ビュー下に作成した子ビュー
が、こうしたコンテナになります。
バージョン管理製品や SCM 製品がこれまで数十年間にわたって存在してきたので、ソフトウェア開発成果物の管理を目的
にさまざまなパターンが開発されてきたのは驚くには当たりません。 これらのパターンは、配置する開発ストリームの数と
それら同士の変更の伝播方法に影響を及ぼします。 StarTeam では、これは、使用するビューの数とタイプおよびそれらの
編成方法に相当します。
ビュー階層内の子ビューの大半は "すべて分岐" のビューのはずです。 どのような場合に階層内のどこに新しいビューが
必要になるかや、別のタイプのビューの方が適切かどうかを決定するには、各ビューが果たす役割を考慮に入れなければ
なりません。 当社の経験では、ビューを使用する上で最もよいのは、以降のセクションで説明する役割を考慮することで
す。

メイン ビュー： 成果物の「ホーム ベース」
メイン ビューはルート ビューとも呼ばれ、その中にはプロジェクト全体の最新の承認済みリビジョンが含まれているはずで
す。 "最新" とは、メイン ビューは最新の変更に対応し、次のリリースの用意ができていなければならないという意味で
す。 一方 "承認済み" とは、その中に含まれているのは開発プロセスで必要なあらゆる検証チェック（完全ビルド、単体テ
スト、統合テストなど）を既に受けたリビジョンでなければならないという意味です。 また、"プロジェクト全体" というのは、プ
ロジェクトの一部のモジュールではないという意味です。 要するに、メイン ビューに含まれているのは最新の完全な成果物
でなければならず、それらはあらゆるユーザーからいつでも参照および使用できるということです。
この提案で暗に示しているのは、メイン ビューは常に誤りがない、すなわちビルド可能で、全部ではないにせよほとんどの
テストに合格できるものでなければならないということです。 経験上、メイン ビューを常に誤りのない状態にしておくことで
多くの問題を回避できることがわかっています。 それには、ごく単純な変更以外の変更はすべて、メイン ビューに伝播でき
るようになるまでは、テストおよび微調整が可能な他のビューで行わなければなりません。 新しいリビジョンや変更したリビ
ジョンは、もう後戻りできない段階をいったん過ぎたら（つまり、気が変わらないことがはっきりしたら）、その場合にのみメイ
ン ビューに現れます。
メイン ビューと "共有ツリー" の間には、わずかながら重要な相互作用があることを承知しておかなければなりません。 一
般に、メイン ビューに含まれているのは、各成果物の主分岐（1.n）でなければなりません。 メイン ビューに新しい成果物を
追加するときは、自動的にそうなります。 StarTeam では、新しい 1.0 成果物をまず作成してから、それを新しいアイテムの
あるビュー/親フォルダに接続します。 しかし、子ビューに新しい成果物を作成した後、そのアイテムをメイン ビューへと
"上位方向に" 共有するとしましょう。 子ビュー アイテムが最初に作成されたので、それは "ルート共有" になり、メイン ビ
ュー アイテムは "子共有" アイテム（最初は同じ成果物を指している）を受け取ります。 つまり、アイテム共有ツリーはビュ
ーとは逆の方向を指すことになります。 メイン ビュー内のアイテムを変更した結果、そのアイテムが分岐し、それによって
主分岐以外（たとえば 1.n.1.m）を指すようになるまでは、おそらく問題に気がつきません。 将来 2 つのビュー間で変更を伝
播させようとしたときに、共有ツリーが後ろ向きであるため変更を正しく伝播させにくくなっていることがわかります。 たとえ
ば、"再ベース" 操作は正しく機能しません。 これにはどう対処すればよいのでしょうか。 解決策は、ビュー比較/マージ
（VCM）機能を用いて新しいアイテムをメイン ビューにプロモートすることです。 VCM は共有ツリーの問題を理解しており、
リバース共有と呼ばれる操作を使って、新しいアイテムを伝播させます。
注: StarTeam 2006 以前の経験豊富なユーザーは、このような微妙な "共有ツリー方向" の問題を承知しており、カスタ
ム ソリューションを利用しています。 新しいアイテムをルート ビューにまず追加してから、それらを子ビューへと "下位
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方向に" 共有するだけの顧客もいれば、 新しいアイテムをルート ビューにまず追加してから、それらを子ビューへと
"下位方向に" 共有するだけの顧客もいれば、新しい子ビュー アイテムをまず上位方向に移動してから下位方向に共
有することで、それらを親ビューに伝播させる顧客もいます。 後者は VCM のリバース共有の基本機能です。

アクティビティ ビュー： 他から切り離されたチーム作業領域
重要な新規機能拡張を開発する（または、一連の機能拡張を一緒に開発する）任務をチームが与えられたとしましょう。
"重要な" とは、かなりの成果物に影響を及ぼし、かなりの開発日数がかかり、かなりの数の関係者がいるような変更であ
るという意味です。 （a）変更内容を頻繁にチェックインしてそれらのバックアップや進捗状況の追跡などを確実に行う必要
がある、（b）テストを開始できるほど変更が安定するまでにしばらく時間がかかる場合があるという理由で、メイン ビューに
は直接変更を加えません。 チームの作業を他から切り離すには、アクティビティ ビューを使用します。
アクティビティ ビューは、メイン ビューの特定の安定な構成から作成される "すべて分岐" のビューです。 機能拡張作業に
メイン ビューのモジュールの一部のみ必要な場合は、メイン ビューのルート フォルダ以外のものからアクティビティ ビュー
を派生させてもかまいません。 アクティビティ ビューは通常、ビュー ラベルまたはプロモーション状態から作成され、その結
果、メイン ビューに含まれているそのスナップショット時点での同じリビジョンに固定されたアイテムが含まれることになりま
す。 アクティビティ ビューに変更が加えられるにつれて、それに対応するアイテムは分岐するため、メイン ビューからは参
照できなくなります。 また、新しいアイテムもアクティビティ ビューに加えられるので、メイン ビューからは参照できなくなり
ます。 作業が進行するにつれて、アクティビティ ビューにおけるチップ リビジョンの状態はビルド可能なリリースを必ずしも
表していない場合があります。 しかし、最終的には、チームは作業結果のビルド、テスト、修正を行って完成させ、それによ
って、作業結果がメイン ビューに "プロモート"されます。
アクティビティ ビューの存続期間は通常、限られています。 すなわち、機能拡張作業が完了しその結果がプロモートされる
と、通常は一定期間後にその結果を削除することができます。 厳密に言えば、単一のアクティビティ ビューを複数の機能
拡張アクティビティに使用することもできますが、アクティビティごとに別個のビューを使用する方が好都合です。 すなわ
ち、何らかの理由でアクティビティをキャンセルしなければならない場合、そのアクティビティ ビューを中断し最終的に削除
することができます。 ビューに複数のアクティビティで得られた結果が含まれている場合、これは現実的ではありません。
どちらにせよ、アクティビティ ビューには定期的に "再ベース" 操作が必要になります。
アクティビティ ビューにはインテグレーション ビューという種類があり、大規模なソフトウェア プロジェクトのインテグレーショ
ン アクティビティに対応しています。

リリース ビュー： リリース後の保守作業向け
ソフトウェアのスナップショットをリリースしたら、おそらく、ホット フィックス、パッチ、サービス パックなどのために開発ストリ
ームを保守しなければなりません。 この役割を果たすビューは、リリース ビュー（または保守ビュー）と呼ばれます。
アクティビティ ビューと同様に、リリース ビューも、特定のスナップショット時点でのメイン ビューから作成される "すべて分
岐" のビューです。 リリース ビューが作成されるのは、1 つ以上の機能拡張アクティビティが完了し、メイン ビューにプロモ
ートされた後です。 これは、ソフトウェアが内部でリリースされた（あるいは、リリースされようとしている）マイルストーンを表
しています。 リリース ビューはほとんど常にメイン ビューのルート フォルダをルートとし、実際にリリースされたソフトウェア
構成を明確に規定する固定ビュー ラベルから作成されるのが普通です。 実際、多くの組織ではリリース ビューをまず作成
した後、 そのリリース ビュー内のソフトウェアをビルドし引き渡します。
リリース ビューはバリアント ビューなので、変更（たとえば、バグ修正など）を受けることができます。 これらのバグは、メイ
ン ビューに伝播する必要がある場合、アクティビティ ビューの場合のようにプロモートされます。 ただし、リリース ビュー
は、最初にメイン ビューで修正されリリース ビューにも適用しなければならないバグを除き、メイン ビューから変更を受け
取るように再ベースされることは一般にありません。
リリース ビュー（おそらくはサービス パック）に大幅な変更を加える必要がある場合は、そのリリース ビューの子としてアク
ティビティ ビューを作成してもかまいません（というより、その方が望ましいでしょう）。 その次に、そのアクティビティ ビュー
でそれらの変更を行い、然るべき検証作業を実行した後、アクティビティ ビューをリリース ビューにプロモートします。 さら
に、後述のサンドボックス ビューを使用してもいいでしょう。
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サンドボックス ビュー： 小規模チームまたは個人向け
サンドボックス ビューは、親ビューを乱さずに変更を加えることができる場になるという点でアクティビティ ビューに似ていま
す。 サンドボックス ビューはまた、変更のプロモート先となるビューの子として作成される "すべて分岐" のビューでもあり
ます。 ただし、サンドボックス ビューは以下の点でアクティビティ ビューとは異なります。

♦ サンドボックス ビューは、ただ 1 人の個人または非常に小規模なチームで使用するためのものです。 必須ではあり
ませんが、ビューのアクセス許可を設定して、権限のあるユーザー（およびシステム管理者）のみ開くことができるよ
うにすることもできます。

♦ サンドボックス ビューは多くの場合、所有者が担当する特定のモジュールといったプロジェクト全体の一部に取り組

むために作成されます。 このため、そのルート フォルダは、親ビュー内のルート フォルダ以外から作成される場合が
あります。 これにより、ビューは早く開くようになると共に、グラフィカル クライアントでのナビゲーションが容易になり
ます。

♦ サンドボックスでは、ファイルを頻繁にチェックインして作業結果を保存し追跡可能にすることができます（また、そう

推奨されます）。 変更を加えるための公式または非公式のルールは、多くの場合、緩和されます。 たとえば、チェッ
クアウトしたファイルはロックしてはいけない、ビルドは要求されたときのみ実行してよい、完全なテストや検証は変更
が親ビューにプロモートされたときのみ実行してよい、といったことです。

♦ 一定の長さの開発アクティビティと存続期間が一致するアクティビティ ビューとは異なり、サンドボックス ビューは複

数の作業にまたがりもっと長期にわたって保持できます。 この役割では、サンドボックス ビューはメイン ビューの子
として作成されるのが普通です。

個人開発者専用のサンドボックス ビューは、小規模から中規模のチームに役に立ちます。 大規模なチームの場合は、何
千もの個人用サンドボックス ビューを作成するのではなく、複数のチーム メンバで共有されるアクティビティ ビューを使用
する方が現実的です。

ビルド ビュー： ビルド スクリプト向けの読み取り専用ウィンドウ
StarTeam の顧客の多くは、シンプルなビルド ツール（たとえば、make や nmake など）、商用のビルド製品、あるいはオー
プン ソース コンポーネント（たとえば、Ant、CruiseControl など）を使ってビルド アプリケーションを作成しています。 StarTeam
では、機能を完備した SDK のほか、StarTeam Ant タスクや StarTeam 用 CruiseControl "ブートストラッパ" プラグイン"
などのビルド済みコンポーネントが利用できるため、これらのツールを StarTeam と統合するのは容易です。 ビルド アプリ
ケーションでは通常、ビューを開き、スナップショット構成（タイムスタンプ、ビュー ラベル、あるいはプロモーション状態）を指
定した後、必要なファイルをチェックアウトします。
ただし、場合によって組織では、他のユーザーがビューに対して持っているアクセス許可に照らして、ビルド ツール（または
ユーザー）のアクセスを制限しなければなりません。 たとえば、（a）ビルド ツールからはビルドに必要な成果物しか参照で
きない（設計文書などの成果物は参照できない）や（b）ビルド ツールは読み取り専用アクセスのみ可能で何も変更できな
い、といったことを保証しなければなりません。
こうした状況は、フォルダレベルまたは成果物レベルのセキュリティ権限を通じて対処できる可能性もあります。 ただし、こ
のような状況はあまりにも頻繁に発生するので、中には、ビルド ツールのニーズに合わせてビューを作成すると便利だとい
うことに気づいた顧客もあります。 このようなビルド ビューは、プロモーション状態に基づいて読み取り専用の参照ビューと
してよく作成されます。 参照ビューは親ビューのルート フォルダ以外をルートにしてもかまいません。 したがって、限られた
成果物のみ公開され、それらを変更することはできません。 プロモーション状態が新しいビュー ラベルに割り当てられるた
びに、新しい成果物リビジョンがビルド ビューに自動的に "現れ"ます。 つまり、ビルド ビューはプロモーション状態の変更
に "追従" するのです。
セキュリティはビュー レベルの方が管理しやすいので、多くの場合、ビルド ビューの方が、ビルド アプリケーションを収容す
る効率的な手段となります。
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ビューの適切な使用
ビュー タイプに関係なく、ビューを作成したり管理する際に考慮しなければならない一般的なガイドラインを以下に示しま
す。

♦ メイン ビューのアイテムは、必ずその成果物の main (1.n) 分岐を参照するようにしてください。 また、成果物の寿命
が本当に終わらない限り、その成果物の 1.n 分岐を削除しないように注意してください。

♦ "末端の葉の" ビューは、使い捨てであると考えるべきです。 最終的に、ビューに対応する開発アクティビティが終了

したり、ビューに対応する保守リリースがサポートされなくなったときには、そのビューを削除すべきです。 これは、プ
ロジェクトが際限なく成長するのを防ぐために重要です。こうすることで、プロジェクトの構造が煩雑にならずに済み、
検索が容易になります。 葉のビューを削除すると、サーバー管理ツールの "完全削除" 処理によって、不要なデータ
が削除されてデータベースやデータ保管庫が実際に小さくなる機会が最大になります。

♦ 1 つのプロジェクトのビュー レベルは 3 ～ 4 が正常です。 プロジェクトがそれ以上のビュー レベルを持つ場合は、ビ

ューについてのベスト プラクティスに従っていない可能性があります。 たとえば、メイン ビューで直接、新規開発作業
を実行するような間違いをしていると、その他のアクティブ ビューが、大量の子ビューを維持しなければならなくなり
ます。 あるいは、最新の変更や大規模な変更をメイン ビューにプロモートする作業を怠っている場合です。

♦ 分岐なし（"変動"）ビューの動作を正確に理解している非常に稀なケースを除いて、分岐なしビューは使用しないでく
ださい。

♦ 大きくなり過ぎたプロジェクトは、メイン ビューのアイテムを別のビューに移すことによって、リファクタリングできま

す。 古くなった変更要求、タスク、その他のプロジェクトは、アクティブなプロジェクトのメイン ビューを煩雑にすること
なくアクセスできるように、"アーカイブ" プロジェクトに移動します。 1 つのプロジェクトが多数のモジュールやアプリ
ケーションを含む場合は、膨大な数のファイルがあるために、メイン ビューで [すべての子孫] を選択すると非常に長
い時間がかかることがあります。 このような場合は、新規プロジェクトを作成して、古いプロジェクトから新しいプロジ
ェクトへ、コンポーネント全体またはアプリケーション全体に対応するフォルダやアイテムを移動する（共有ではない）
ことによって、そのプロジェクトを分割できます。 この作業は、メイン ビューが主要なマイルストーンに到達したとき
（新規リリースの後など）に実行します。 フォルダ ツリーを再編成してプロジェクトをリファクタリングしたい場合は、プ
ロジェクトを分割する前に、リファクタリングを行います。 プロジェクトをリファクタリングする前と後には、変更内容を
記録するために、ビュー ラベルを作成します。

関連概念
ビューの概要
ビュー タイプの理解
関連手順
ビューを管理する
ビューを作成および構成する
関連参照
ビュー タイプのオプションと設定
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ビュー内での変更管理
ユーザーの最もアクティブなビューは、間違いなくアクティビティ ビューとサンドボックス ビューでしょう。 しかし、障害のない
ソフトウェアの記述方法が見つからない限り、リリース ビューを変更する必要が出てきます。 また、一般的なプラクティスと
してはお勧めできませんが、わずかな変更の場合は、メイン ビューで直接更新を行う方が理にかなっていることもしばしば
あります。 これらすべてのケースで、開発チームには、更新を実行するプロセスに関していくつかの選択肢があります。
適切なプロセスは、開発チームの規模（これは、競合が生じる確率に影響を与える）と、どのレベルまで詳細に変更を追跡
する必要があるかによって異なります。 そこで、まず、StarTeam での変更の記録、追跡、および問い合わせの方法を再確
認しましょう。

♦ 新規の成果物リビジョンは、それぞれ 1 つのリビジョン コメントを受け取ることができます。ここに、ユーザーは、この
リビジョンの作成理由を記録できます。 ファイルに対するリビジョン コメントを必須にするように、プロジェクトを設定す
ることもできます。

♦ ある成果物のリビジョンは、Cross-Platform Client（CPC）の [履歴] タブで確認したり比較できます。 履歴上のリビジ

ョンには、そのリビジョンのリビジョン コメント、変更者、変更日時、リビジョン番号、その他すべてのプロパティが含ま
れています。 StarTeam Cross-Platform Client（CPC）では、[履歴] タブに表示するプロパティをユーザーがカスタマ
イズできます。また、 "ファイル比較" 専用ペインで、ファイル内容の変更を比較することもできます。

♦ 構成に対して、監査の生成が無効になっていなければ、リビジョンの生成理由となった変更と、その他の変更（成果

物の新しいフォルダへの移動、成果物のラベルへの添付など）の両方に対して、監査記録が生成されます。 CPC
の [監査] タブで、監査記録を検索できます。 監査記録の保存期間は、StarTeam サーバー管理ツールから設定しま
す。 常に監査の生成を有効にし、少なくとも 90 日間は監査記録を保存することをお勧めします。

♦ 処理アイテムや明示的なアクションによって、変更アイテム（変更要求やタスクなど）と、そのために追加または変更

されたファイルを接続するリンクを使用できます。 処理アイテムによって作成されたリンクの両端は、それに関連する
特定の成果物リビジョンに固定されます。 成果物のリンクは、CPC の [リンク] タブで表示できます。 リンクされたア
イテムに移動するには、そのアイテムを右クリックし、ショートカット メニューから [リンクされたアイテムの選択] を選
択します。

♦ 共通のタスクやマイルストーンに関連するリビジョンを簡単に識別できるように、成果物をリビジョン ラベルやビュー

ラベルに添付することができます （StarTeam では、新規ファイルや変更済みファイルの追加/チェックイン時に、自動
的にそれらのファイルをリビジョン ラベルに添付できます）。 [選択｜ラベルで...] を選択すると、ラベルに添付されて
いる成果物を表示できます。 各成果物リビジョンの添付先のラベルは、CPC の [ラベル] タブで表示できます。

♦ CPC は、履歴上のリビジョン、リンク、監査記録、その他の情報を報告するために、テキスト ベースのレポートとグラ
フをいくつか提供しています。 保存して再利用が可能なカスタム レポート テンプレートを作成することもできます。

♦ 上述のすべての変更情報には StarTeam SDK を介してアクセスできます。 組み込みのレポート作成メカニズムで

は、十分にニーズを満たせない場合は、独自のレポート作成ツールやアプリケーションを作成できます。 独自のツー
ルを中央に保存しておいて、自動的に CPC ユーザーにダウンロードし、ツールバーからこれらのツールをアクティブ
化することもできます。

♦ StarTeam Datamart 製品を利用すると、1 つの StarTeam プロジェクトや構成、または複数の StarTeam 構成から情
報を抽出して、リレーショナル データベースにロードできます。そして、レポート ツールやビジネス情報ツールから、こ
のデータベースを検索したり分析できます。

♦ Borland Search は、複数の StarTeam（および CaliberRM）リポジトリのインデックスを作成し、安全な検索を提供する

検索エンジン製品です。 これを利用すると、"空間"（リポジトリ、プロジェクト、ビュー、およびフォルダ）横断的な検索
や、"時間"（履歴上のリビジョン）横断的な検索ができます。 すべての検索において、保存されている成果物のセキ
ュリティが確保されます。このため、組織が保存しているすべての物を検索するために、もう 1 つの方法が提供され
ています。

ここまでは、ビュー内での変更を報告するための主な手段を見てきました。次に、変更を管理する方法を見ていきましょ
う。 そのために、次の 3 つのシナリオを考察します。これらは、"形式性" が低いものから順に並べてあります。

シナリオ 1: 小規模なチームでの作業
小規模なチームが管理するプロジェクトで作業を行っている場合は、あまり形式的な変更管理は必要ないかもしれませ
ん。 さらに、コード モジュールが明確に個人に割り当てられている場合や、オフィスのドアをちょっと開けて「私はレポート
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モジュールの作業をしています」と声をかけることができるような場合は、競合が発生する確率は非常に低いと考えられま
す。 このような場合は、変更プロセスを次のように非常に単純にできます。

♦ ビューごとに最新のファイルを保持するために、一連のローカル作業フォルダを確保します。
♦ 新規の開発作業を開始する前に、"作業ファイルなし" または "古いリビジョン" のファイルをチェックアウトし、作業フ
ォルダを最新の状態にします。

♦ 作業フォルダ内のファイルを変更すると、CPC の [ファイル] タブのステータスが "変更済み" になります。 新しいフ

ァイルは、まだビューに追加されていないため、"ビュー外" と表示されます。 新しいフォルダは、[フォルダ] タブで
"ビュー外" と表示されます。 [フォルダ ツリー] メニューの [ビュー外のフォルダを表示] を有効にすると、選択されて
いるタブに関係なく、フォルダ ツリーにビュー外のフォルダが表示されます。 フォルダ ツリーには、常に、ワークスペ
ースにある "最新" のフォルダと "作業ファイルなし" のフォルダが表示されます。

♦ チェックインの準備ができたら、ウィンドウを更新して（自動更新をオンにしていない場合）、ほかの開発者が自分の作

業に影響を与える追加や変更を行っているかどうかを確認します。 新たな "作業ファイルなし" または "古いリビジョ
ン"のファイルがあれば、それらをチェックアウトします。

♦ ほかの開発者が、自分がローカルに変更したファイルをチェックインしていた場合、そのファイルのステータスは "マ

ージ" になります。 マージ競合を解決する最良の方法は、そのファイルをチェックアウトし、"マージしますか" という
プロンプトに "はい" と答えることです。 これによって、ファイル比較/マージ ツールが起動します。 競合がない場
合、通常、このマージ ツールは、マージ後のファイルを既存の作業ファイルに上書き保存します。 それ以外の場合
は、処理を継続する前に、結果ファイルを確認または調整するか尋ねられます。 一度ファイルが保存されると、その
ファイルのステータスは "変更済み" に変わります。

♦ ビルド対象が "ビュー外" と "変更済み" のファイルのみの場合は、単体テストを実行したり、チームで必要なその他
の検証手順を実行します。

♦ 最後に、ビューへの変更をコミットします。 新規（"ビュー外"）ファイルと変更済みファイルをすべて選択し、それらを

一度にチェックインすることもできます。 一度に複数のファイルを追加またはチェックインする場合、それらはアトミッ
ク トランザクションとしてコミットされます。 さらに、ファイルの内容は、トランザクションの状態とは "無関係" に、再開
可能な方法でサーバーに送られます。 したがって、大規模な複数ファイルの追加/チェックイン操作を、コミット前にキ
ャンセルした場合は、同じ操作を再度実行すれば、操作を再開できます。そして、最初の試行で処理が完了しなかっ
たファイルのみがサーバーに送られます。 単一のトランザクションを使用してすべてのコンテンツが到着した時点で、
コミットが完了します。

注: 同じチェックイン ダイアログで、新規ファイルを追加したり変更済みファイルをチェックインする場合は、そのリビジョン
コメントが、新規ファイルの "説明" プロパティの初期化にも使われる点に注意してください。 新規ファイルに正確な説
明を付けたい場合は、各ファイルを個別に追加するか、追加後に各ファイルの説明を修正します。 新規フォルダは自
動的に追加されます。クライアント上の新規フォルダが空の場合にのみ、サーバー上に新規フォルダを明示的に追加
する必要があります。
これで終わりです。 リビジョン履歴と監査記録は、自動的に取得できます。 このプロセスには、ラベルの操作はありませ
ん。また、処理アイテム リンクの取得もありません。 しかし、この組織のニーズをすべて満たすことができるでしょう。 アイ
ンシュタインが言ったとおり、「何事もできる限り単純化すべきである。ただし、単純化しすぎてはいけない。」ということで
す。

シナリオ 2: マージ競合の防止
チームの規模が大きくなるにつれて、先のシナリオでも発生する可能性のある問題において、"予期せぬ" マージ競合が頻
繁に起こるようになります。 そこで、自分がこれからファイルに変更を加えようとしていることを、実際に変更を行う前に、チ
ーム全員に知らせます。 意思の疎通を改善して、マージ競合の可能性を減らすには、先のシナリオで概説したプロセスを
次のように修正します。

♦ [個人用オプション] ダイアログ ボックスで、[ロックされていない作業ファイルを読み取り専用としてマークする] オプ
ションと [チェックイン時にファイルのロックを解除する] オプションをオンにします。
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♦ ファイルを編集する場合は、まず CPC を利用してそのファイルをロックします （StarTeam 統合環境に含まれる IDE

の中には、読み取り専用のファイルを編集しようとすると、IDE がそのファイルのロックを提案してくれるものもありま
す）。 ロックによって、そのファイルが編集中であることが、ほかのメンバに通知されます。

♦ 変更されたファイルをチェックインする場合は、CPC は、（変更のコミットと同じトランザクション内で）自動的にそのフ
ァイルのロックを解除します。

このプロセスによって、誰が何の作業を行っているかをチーム メンバに知らせることができ、マージ競合を最小限に抑える
ことができます。 チームでこのプロセスを必須にする場合は、プロジェクト レベルの [ファイルのチェックイン時に排他的ロ
ックが必要] オプションと [ロックされていない作業ファイルを読み取り専用としてマークする] オプションをオンにします。 こ
のレベルの強制が必要かどうかを判断するのは、あたなとあなたのチームです。

シナリオ 3: 処理アイテムの使用
さらに形式的なビュー内変更管理のプラクティスにおける次のステップは、すべてのファイル変更を適切な変更アイテムに
リンクさせるために、処理アイテムを使用することです。 "処理ルール" オプションを使用すると、プロジェクト レベルで処理
アイテムの使用を強制できます。 これらのオプションによって以下のことが可能になります。

♦ 新規ファイルを追加したり、変更済みのファイルをチェックインするときに、処理アイテムの選択を要求できます。
♦ どのアイテム タイプが処理アイテムとして適切かを選択できる。 選択肢は、変更要求、タスク、および要件です。
♦ 処理アイテムとして使用するために、各アイテム タイプのステータスを考慮するかどうかと、どのステータス値を許可
するかを指定できる。 たとえば、変更要求は "対応開始" ステータスでなければならないが、タスクはステータスとは
無関係に使用できるなどの指定ができます。

処理アイテムを強制する場合は、適切な処理アイテムが選択されるまで、既存のファイルの変更や、新規ファイルの追加
はできません。 その結果、新規ファイルや変更済みのファイルが、選択された処理アイテムに自動的にリンクされ、これら
の変更のコンテキスト情報が強化されます。 さらに、このリンクは、ファイルの更新を実行するのと同じアトミック トランザク
ション内で作成されます。
注: 追加ダイアログやチェックイン ダイアログで、選択した処理アイテムを "解決"（変更要求）、"終了"（要件）、または "完
了"（タスク）としてマークすることを選択できます。 このオプションを選択した場合、処理アイテムの更新も同じアトミッ
ク トランザクションで実行されます。
関連概念
ビューの概要
ビュー タイプの理解
ビューの適切な使用
関連手順
ビューを管理する
ビューを作成および構成する
関連参照
ビュー タイプのオプションと設定
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フォルダとパスの概要
StarTeam では、以下の 3 種類のフォルダが重要かつ異なる役割を果たします。
元のワークステーション フォルダ

ユーザーは、ワークステーション上にこのフォルダとその内容をセットアップした後
で、新規プロジェクト ウィザード を使用して、新しい StarTeam プロジェクトを作成
します。 このフォルダは、新しいプロジェクトのルート フォルダ、つまり、プロジェ
クトの初期（ルート）ビューのルート フォルダになります。 このフォルダには、ファ
イルや他のフォルダが含まれる場合があります。 StarTeam は、プロジェクト、プ
ロジェクトのルート ビュー、およびルート フォルダを同時に作成します。 プロジェ
クト、ビュー、およびルート フォルダの名前は最初は同じですが、後から変更でき
ます。
StarTeam フォルダ
これらのフォルダは、StarTeam でプロジェクト ビュー内のアイテムをグループ化
するのに使用されます。 たとえば、Source Code という名前のフォルダには、ソ
ース コード ファイル、それらのファイルに対する変更要求、およびその他の関連
アイテムをまとめて格納することができます。 これらのフォルダは、プロジェクトと
同時に自動的に作成することも、管理者やしかるべき権限を持つチーム メンバ
が後から追加することもできます。 現在のビューの StarTeam フォルダ階層は、
フォルダ ツリーとしてプロジェクト ビュー ウィンドウに表示されます。
ワークステーション上の作業フォルダ 作業フォルダは実際には StarTeam フォルダのプロパティの 1 つですが、オペレ
ーティング システムで管理されるオブジェクトであるため、他のプロパティとはか
なり異なります。 作業フォルダには、StarTeam からコピー（チェックアウト）された
ファイルや、StarTeam に追加されたファイルが格納されます。 StarTeam フォル
ダは StarTeam 内で管理されるオブジェクトです。 そのフォルダについてのデー
タは、すべてのプロジェクト データが保存されているデータベースに格納されま
す。
プロジェクト、そのルート ビュー、およびそのルート フォルダは、すべて同じ作業
フォルダを持ちます。 プロジェクトのビューを追加作成した場合、各ビューとその
ルート フォルダは同じ作業フォルダを持ちます。 ルート フォルダの作業フォルダ
は常に絶対パスで表されます。絶対パスは、ドライブ文字で始まり、作業フォルダ
そのものに到達するまでのディレクトリが列挙されたものです。
StarTeam プロジェクトを作成した後に、いつでも作業フォルダを追加できます。 これらのフォルダは、別の StarTeam ビュ
ーとの間で移動または共有したり、ワークステーションから追加することができます。

作業フォルダの理解
作業フォルダはチェックインおよびチェックアウトするファイルを保存します。このため、アプリケーション フォルダとその作
業フォルダの関係を理解することは重要です。
各フォルダにはデフォルトの作業フォルダがあり、そこから作業ファイルを変更します。 同じフォルダを使用するチーム メン
バーの場合、あるメンバーのワークステーション上にある作業フォルダ構造は、他のメンバーのワークステーション上にあ
るものと通常は同じです。
ファイルをチェックアウトすると、アプリケーションは要求されたファイル リビジョンを該当する作業フォルダにコピーしま
す。 作業フォルダがワークステーション上にまだ存在しない場合は、アプリケーションが自動的にフォルダを作成し、ファイ
ルをチェックアウトしてそのフォルダに入るようにします。
アプリケーションは、その作業フォルダから新しいファイル リビジョンが追加またはチェックインされることを想定していま
す。 作業フォルダがまだワークステーション上に存在しない場合には、手動で作成することもできますし、[作業フォルダの
作成] コマンドを使って自動的に作成することもできます。 作業フォルダを作成すると、そこにファイルを追加できます。
作業フォルダの正確な場所は、アプリケーション フォルダのプロパティに表示されます。
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代替作業フォルダ
ビューの作業フォルダは、すべてのユーザーにとって最適な選択とは限りません。 適切なアクセス権を持つユーザーであ
れば、代替作業フォルダを指定することにより、ワークステーション上のより便利な場所をビューの作業フォルダとして選択
できます。 たとえば、短いパス名や別のドライブ文字を使用できます。 作業フォルダは、ユーザーのワークステーション上
のドライブや共有ファイル サーバー上の個人用ディレクトリなど、ユーザーごとに物理的に離れた場所を指していなければ
ならないことに注意してください。 ボーランドでは、マッピングされたネットワーク ドライブ上に設定することを推奨していま
せん。
ビューに対する代替作業フォルダのパスは、ワークステーションとユーザーに固有です。 たとえば、別のユーザーとしてプ
ロジェクトにログオンする場合や別のワークステーションを使用する場合、代替作業フォルダの設定は不明です。
ビューに対して代替作業フォルダを指定する場合、そのビュー内の各子フォルダに対する作業フォルダのパスも、同様に自
分のワークステーション用に変更できます。
（絶対パス、または独自の代替作業フォルダ パスを持つのとは対照的に）階層内で、ビューの作業フォルダのパスに対し
て相対的な作業フォルダを持つフォルダの場合、ビューの作業フォルダに対する代替パスは、その子フォルダの作業フォ
ルダのパスの一部となります。

フォルダ パス
StarTeam では、しばしば開発環境アプリケーションからの作業フォルダ パスを相対パスとして格納します。 たとえば、プロ
ジェクトの Source Code フォルダに対する作業フォルダが ..\sc のように表される場合があります。 StarTeam 階層内の
別の場所にフォルダを移動すると、その作業フォルダが予期しない場所に移動してしまう可能性があります。 このような結
果が生じるのは、アプリケーションが作業フォルダ パスへの相対パスを新しい親フォルダに適用するからです。 したがっ
て、フォルダを移動する場合は、作業フォルダを絶対パスで指定すれば、ユーザーのワークステーション上の作業フォル
ダ パスが誤って変更されるのを防ぐことができます。

[フォルダ] タブ
StarTeam には、フォルダ というフォルダ用のコンポーネント タブがあります。 このタブを選択しているときには、メイン メニ
ュー項目とコンテキスト メニューが表示されます。そこには、ファイル、変更要求、要件などで作業する際に使用するのと同
じメニューコマンドが含まれています。 選択されている複数の フォルダ アイテムに対して、ファイルをビューに追加するな
どの操作を実行できます。
フォルダの状態は以下のフォルダ アイコンによって表示されます。
通常の StarTeam フォルダ。
不可視フォルダ： フォルダのプロパティ ダイアログ ボックスの 可視 プロパティがオフになっているフォルダを表し
ます。
ビュー外のフォルダ： ローカル ディスク上のフォルダで、StarTeam フォルダにマップされていないものを表しま
す。
作業フォルダなし： ローカルの作業フォルダが存在しないことを表します。
フォルダは、プロジェクトによって設定されているデフォルトのものではなく、代替作業フォルダ パスを使用します。

関連概念
プロジェクトの概要
関連手順
フォルダをビューに追加する
ビューのデフォルトおよび代替作業フォルダを変更する

150

プロモーション状態
プロモーション状態とは、製品が通過する 1 つの状態のことです。 たとえば、ソフトウェア製品のほとんどは、リリースまた
は本稼動のサイクルを経て、つまり、製品が開発者からテスト担当者へと渡り、さらにまた戻りといったことを繰り返して、市
場に出せるようになります。 プロモーション状態は、このサイクルのなかの適切なステージで、適切な担当者が、適切なフ
ァイルまたはその他のアイテムを利用できるようにするための便利なメカニズムを提供します。 たとえば、ソフトウェア管理
者が "テスト" と "リリース" というプロモーション状態を作成した場合、テストの準備が整ったファイルには "テスト" 状態を
割り当て、また、テストが順調に終了したファイルには "リリース" 状態を割り当てることができます。
プロモーション状態という機能によって、管理者は、プロモーション状態を作成し、各状態とビュー ラベルとを関連付けるこ
とができます。 管理者は、新しいビューの基本となる新しいプロモーション状態の構成を作成したり、特定のプロモーション
状態を持つアイテムだけを含むビューを再構成します。 また、管理者はプロモーション状態に対するアクセス権を設定でき
ます。 通常、あるプロモーション状態に割り当てられたビュー ラベルは、ビルド ラベルとしても利用されるので、変更要求
におけるプロパティとして機能します。
状態に対するビュー ラベルは、随時変更が可能です。 また、ビュー ラベルは、ある状態からその次の状態へとプロモート
させることもできます。 たとえば、テスト担当者は常に "テスト" プロモーション状態にあるファイルを使用していますが、そ
のファイルは、ある週にはビュー ラベル "ビルド 07" のファイルで、翌週には "ビルド 08" のファイルになっています。 ユー
ザーは通常、それぞれのジョブ割り当てに対するプロジェクト ビューを、ビュー ラベルごとにではなく、プロモーション状態
ごとに構成します。 たとえば、テスト担当者は自分のビューを "テスト" プロモーション状態に構成します。
このアプリケーションの多くの機能は、日時を含む計算に依存しています。 特にラベル、構成、およびプロモーション状態は
すべて、時刻と日付の計算によって管理されます。 クライアントとサーバーの間で時刻が同期していない場合、（チェックア
ウト、ファイル ステータス表示、ラベル作成などの）多くの操作が失敗したり、不正確な（信頼できない）結果を返す可能性
があります。

プロモーション状態のアクセス権の理解
各ビューは、そのビュー専用のプロモーション状態セットを持ちます。 これらの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 アクセス権は、プロジェクトとビューの両方の アクセス権 ダイアログ ボックスの ビュ

ー ノードで設定します。 「ビュー レベルのアクセス権付与」を参照してください。 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 モデルに対するすべての操作を実行できます。

♦ 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、プロジェクトとビューの両方の アクセス権 ダイアログ ボックスの プロモーション状態 ノードで設
定します。 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、あるレベルで
アクセス権を与えられていれば、次のレベルでアクセス権はチェックされません。

♦ ビュー レベルで許可されている権利は、その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 レベルで許可されている権利は、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。

プロモーション状態の使用例
あるソフトウェア会社が、次のようなプロモーション状態を利用して、アプリケーションの使用と対応付けようとしている場合
を考えます。
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Development

開発者は、ファイルのチップ リビジョンで作業します。 これらのファイルは、常に変更されているので、
ファイルにはビュー ラベルがありません。 多くの企業では、"Development" をプロモーション状態とし
ては使用しません。プロモーション状態に対してビューを構成するということは、たとえ、その状態に対
するビュー ラベルが <現在> であっても、そのビューを読み取り専用にするからです。
White Box Test テスト担当者は、ソース コードとコンパイル済みの実行可能ファイルの両方について、修正する必要の
ある問題がないかをチェックします。 ソース コードには、テスト担当者が変更中ではないファイル セッ
トを見ることができるように、ビュー ラベルが付けられます。 そのビュー ラベルは、"White Box Test"
というプロモーション状態に関連付けられます （ホワイト ボックス テストとは、ソース コードに何が含ま
れているかをすべて理解した上で行うテストです）。
実行可能ファイルは、ソース コードから簡単にビルドできるので、アプリケーションには保存されませ
ん。 テスト担当者はネットワーク上にある Builds フォルダから実行可能ファイルをインストールしま
す。 このフォルダには、Build 1、Build 2 などと命名された子フォルダがあります。
変更要求は、実行可能ファイルに対してのみ入力されます。 開発者は、"Black Box Test" プロモーシ
ョン状態に添付されたビュー ラベルを持つファイルを時々確認しながら、現在のソース コードを修正し
ます。
Black Box Test テスト担当者は、ホワイト ボックス テストと同様にして、実行可能ファイルをインストールします。 ただ
し、ソース コードを見たり、ソース コードに付加されているプロモーション状態を使用する必要はありま
せん （ブラック ボックス テストとは、ソース コードに何が含まれているかを全く知らずに行うテストで
す）。

Alpha Test

Beta Test

Release

変更要求は、実行可能ファイルに対してのみ入力されます。 開発者は、"Black Box Test" プロモーシ
ョン状態に添付されたビュー ラベルを持つファイルを時々確認しながら、現在のソース コードを修正し
ます。
開発中のソフトウェア製品のエンドユーザーが、その製品の実行可能ファイルをインストールし、ユーザ
ー自身の環境で製品をテストします。
変更要求は、アルファ コーディネータやユーザーによって、実行可能ファイルに対してのみ入力されま
す。 開発者は、"Alpha" プロモーション状態に添付されたビュー ラベルを持つファイルを時々確認しな
がら、現在のソース コードを修正します。
ベータ テストは、アルファ テストに似ていますが、製品がかなり安定しているため、ユーザー グループ
の範囲がかなり広くなります。
変更要求は、ベータ コーディネータやユーザーによって、実行可能ファイルに対してのみ入力されま
す。 開発者は、"Beta" プロモーション状態に添付されたビュー ラベルを持つファイルを時々確認しな
がら、現在のソース コードを修正します。
製品は市場で販売されています。 ユーザーが実行可能ファイルをインストールし、製品サポートに問い
合わせます。 製品サポートでは、実行可能ファイルに対してのみ変更要求を入力します。 開発者
は、"Release" プロモーション状態に添付されたビュー ラベルを持つファイル時々確認しながら、現在
のソース コードを修正します。
修正は、その後の製品リリースと、すでに市場に出ているリリースに対するサービス パックに組み込ま
れます。

この例では、ソース ファイルを使用してテスト用のビルド（実行可能ファイルのセット）を作成するたびに、後で参照する際に
識別できるように、ビュー ラベルをファイルに適用します。 Build 1、Build 2 などのビュー ラベルを使用すると、どの実行可
能ファイル セットを作成する際に、どのソース コード ファイルが使われたかが明確になり便利です。
プロモーション状態に関連付けられるビルドやビュー ラベルは、時間の経過と共に変わります。 たとえば、"Release" 状態
は、最初はビュー ラベルではなく <現在> に関連付けられています。その理由は、リリース候補となるファイルがなく、適切
なビュー ラベルが作成されていないからです。 ホワイト ボックス テストのテスト担当者が、自分達がテストしたファイル セ
ットがブラック ボックス テストの段階になったと判断すると、"White Box Test" プロモーション状態に関連付けられているビ
ュー ラベルを "Black Box Test" プロモーション状態に移します。その後も同様です。
プロモーション状態を使用すると、ソース コードを見る開発者とテスト担当者は、ビュー ラベル Build 120 が現在ホワイト
ボックス テストのテスト担当者による確認中であり、Build 117 の実行可能ファイルがブラック ボックス テスト中であるなど
の詳細を知る必要はありません。
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関連概念
ビューの適切な使用
関連手順
ラベルとプロモーション状態を管理する
プロモーション状態を構成する
ビュー ラベルをプロモートする
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個人用オプション
ユーザーとチーム メンバは、個人のワーク スタイルに合わせて個人用オプションを設定できます。 これらのオプションは対
象のワークステーションで現在ログオンしているユーザーに適用されます。 また、自分のワークステーションで利用できる
サーバーのリスト、および現在ログオンしているサーバーでのユーザー アカウントを更新することもできます。 ツール メニ
ューの 個人用オプション を利用すると、以下の要素の動作を調整することができます。
これらのオプションの設定に関する詳細情報については、以下の「参照情報」の各リンクをクリックしてください。

ワークスペース
アプリケーションの個人用オプション機能では、ワークステーションの動作方法を設定する各種のオプションを選択できま
す。 以下のオプションを選択できます。

♦ 削除、移動/共有、および警告の確認
♦ プロジェクト ビュー ウィンドウ上のツールバーとカスタム ツールの表示
♦ フォルダとタブの変更による効果の指定
♦ ファイル ステータス情報の制御
♦ データの自動更新
♦ 起動時のワークスペースの復元
♦ レポートと出力パスの設定
♦ StarTeam.log ファイルの内容の指定

StarTeamMPX
StarTeamMPX を使用するサーバーでは、キャッシング サービスとパフォーマンスの向上が期待できます。 しかし、この恩
恵を受けるには、開いているすべてのプロジェクト ビューで StarTeamMPX を利用できるように、ユーザーのワークステー
ションで StarTeamMPX を有効にしなければなりません。
ステータス バーの右端に、ユーザーのワークステーションの StarTeamMPX の現在のステータスが表示されます。
StarTeamMPX に対応するステータス バー上の単語とアイコンは以下のとおりです。

♦ 黄色の稲妻マークのアイコンは、StarTeamMPX が現在選択されているプロジェクト ビューで使用可能で、有効であ
ることを示します。

♦ 灰色の稲妻マークのアイコンは、StarTeamMPX が現在選択されているプロジェクト ビューで使用可能ですが、有効
になっていないことを示します。

♦ 小さな丸に対角線が付いたアイコンは、StarTeamMPX が現在選択されているプロジェクト ビューで有効になってい
るが、接続が切断されていることを示します。 ネットワークが正常に動作していない可能性があります。

♦ アイコンがない場合は、StarTeamMPX が現在選択されているプロジェクト ビューに対して無効であることを意味しま
す。

♦ 即時 は、StarTeamMPX の自動更新がオンになっていることを示します。
♦ 自動 は、ワークステーションの自動更新はオンになっているが、StarTeamMPX の自動更新がオフまたは使用できな
いことを示します。

♦ 手動 は、ワークステーションの自動更新がオフになっており、StarTeamMPX の自動更新もオフまたは使用できない
ことを示します。
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ファイル オプション
個人用オプション機能では、ファイルを扱う方法をカスタマイズする各種のオプションを選択できます。 いくつかのケース
（[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] など）では、管理者の選択がユーザーの選択に優先する場
合があります。
以下のような多くのファイル オプションが用意されています。

♦ チェックアウトしたファイルのタイム スタンプの管理
♦ ファイルのチェックサムを使用したステータスの決定
♦ ロックされていないファイルを読み取り専用にする
♦ 作業ファイルと要求されたリビジョンの間の差分のみをサーバーが送信することにより、チェックアウトを高速化する
♦ マージしたファイルの自動チェックイン
♦ メモ帳以外のエディタの選択

変更要求オプション
変更要求のオプション設定では、アプリケーションが変更要求を既読にするかどうかの判断に使用する条件を指定するこ
とができます。 また、新規の変更要求を検索する頻度と、変更要求のロック処理の扱い方を指定することもできます。

要件オプション
要件のオプション設定では、アプリケーションが要件を既読にするかどうかの判断に使用する条件を指定することができま
す。 また、新規の要件を検索する頻度と、要件のロック処理の扱い方を指定することもできます。

タスク オプション
タスクのオプション設定では、アプリケーションがタスクを既読にするかどうかの判断に使用する条件を指定することができ
ます。 また、新規のタスクを検索する頻度と、タスクのロック処理の扱い方を指定することもできます。

トピック オプション
トピックのオプション設定では、アプリケーションがトピックまたはレスポンスを既読にするかどうかの判断に使用する条件を
指定することができます。 また、新規のトピックやレスポンスを検索する頻度と、トピックのロック処理の扱い方を指定する
こともできます。
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関連概念
ソース管理について
関連手順
個人用オプションをカスタマイズする
ファイル ステータス情報の保存方法を制御する
関連参照
ワークスペース オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
StarTeamMPX オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
ファイル オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
変更要求オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
要件オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
タスク オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
トピック オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
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デフォルト作業フォルダと代替作業フォルダの理解
デフォルト作業フォルダを変更する前に、全員がサーバーがからログオフしており、サーバーがロックされていることを確認
してください。 カスタム フィールドを変更する場合や、すべてのユーザーに影響を与えるその他の作業を行うのと同様、上
記を行うことは重要です。
ビューを作成するときは、作業フォルダのデフォルト位置を指定します。 デフォルトの作業フォルダを変更すると、作業フォ
ルダのパスだけでなく、ビューの各子フォルダに対するパスも同様に変更される場合があります。これは、変更したユーザ
ーだけでなく、同じビューを使用するすべてのユーザーに影響を与えます。 したがって、作業フォルダを変更する場合は、
StarTeam ビューに対する作業フォルダの関係を理解してから行うことが重要です。

♦ ユーザーが代替作業フォルダ パスを指定していない場合には、そのビューを共有するすべてのユーザーがデフォル
ト作業フォルダ パスを使用します。 そのビューを共有する全員に対してパスを変更する場合には、デフォルト作業フ
ォルダの変更のみを行います。

♦ 代替作業フォルダ パスによって、自分独自の作業フォルダ用に、デフォルト作業フォルダとは異なる場所を指定でき
ます。 デフォルト作業フォルダ パスを使用しない場合には、代替作業フォルダ パスを指定します -- デフォルト作業
フォルダは変更しないでください。 代替作業フォルダ パスを指定すると、デフォルト作業フォルダ パスの代わりにそ
ちらが使用されます。 デフォルト作業フォルダ パスは、ユーザーのワークステーション上のドライブや共有ファイル
サーバー上の個人用ディレクトリなど、ユーザーごとに物理的に別々の場所を指している必要があります。

ビューのルート フォルダに対する作業フォルダは、絶対パスで指定されています（C:\New Product など）。 子フォルダの
作業フォルダに対して使用されるパスは、子フォルダの作成方法、および子フォルダを作成してからパスに対して行われた
変更によって異なります。 通常、子フォルダに対する作業フォルダは、ビューの作業フォルダに対する相対パスで指定され
ます（つまり、ルート フォルダで使用される作業フォルダに対する相対パス）。 たとえば、ビューの作業フォルダに対するパ
スが C:\New Product で、ルート フォルダには Online Help という名前の子フォルダがあるものとします。 この場合、
Online Help 作業フォルダに対するパスは C:\New Product\Online Help になります。 ビューの作業フォルダに対する
パスを変更すると、子の作業フォルダに対するパスは自動的に変更されます。
ビューを作成した後で、ビューに新しい子フォルダを追加した場合、子の作業フォルダに対するパスは、通常、相対的に指
定されます。 しかし、子の作業フォルダがルートの作業フォルダとは異なるドライブにある場合は、子の作業フォルダのパ
スは絶対指定になります。
関連概念
ビューの概要
ビュー タイプの理解
ビューの適切な使用
分岐オプションの概要
アイテムの分岐動作
関連手順
ビューのデフォルトおよび代替作業フォルダを変更する
ビューを管理する
ビューを作成および構成する
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チェックインおよびチェックアウトの関連操作
ソース管理アプリケーションの主要機能の 1 つが、バージョン管理下のプロジェクトにファイルを置くことです。 プロジェクト
がバージョン管理下に置かれた後は、チーム メンバはファイルをチェックアウトして変更し、新しいバージョンとしてチェック
インできます。 アプリケーションは、各ファイル リビジョンの履歴情報を保持します。 また、リンク機能を使って、ファイル リ
ビジョンを、それに影響を与える他のアイテムやそのファイルの特定のリビジョンにリンクさせることができます。 その他に
もファイルの移動や分岐動作の変更など、ファイルに対してさまざまな操作を実行できます。 ここでは特に、チェックインと
チェックアウトの操作を取り上げます。
このセクションの内容
チェックインとチェックアウトの概要
チェックイン処理とチェックアウト処理の概要について説明します。
EOL 変換処理の概要
テキスト ファイルの EOL （end of line）文字を StarTeam で変換する方法について説明します。
一貫性のあるチェックインとチェックアウトの実行
一貫性のあるチェックインとチェックアウトを実行する方法について説明します。
大量ファイルの一括チェックアウト ユーティリティ
ここでは、一括チェックアウト ユーティリティの機能について説明します。
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チェックインとチェックアウトの概要
ファイルをバージョン管理下に置くには、ファイルをプロジェクト ビュー内のフォルダに追加する必要があります。それによ
り、そのファイルのコピーがリポジトリに格納されます。 ファイルが一旦リポジトリに追加されると、チーム メンバはそれをチ
ェックアウトして変更し、新しいリビジョンをチェックインすることができます。一方、StarTeam は、そのファイルのすべてのリ
ビジョンについての情報を管理します。 ファイル リビジョンをチェックアウトする際には、それが当該ファイルのチップ（最
新）バージョンであることを確認する必要があります。 これによって、最新の変更が反映されたファイルを確実に扱うことが
できます。 また、ファイルを変更する予定であれば、排他的ロックをかけてチェックアウトし、そのファイルを編集中であるこ
とを他のユーザーに知らせる必要があります。
2 人のチーム メンバが同じテキスト ファイルを同時に変更したり、1 人のメンバが古いリビジョンのファイルを変更した場合
に備えて、StarTeam には、ファイルの変更内容を結合して作業結果が失われないようにするためのマージ オプションが用
意されています。 このような場合、ファイルには "マージ" ステータスが割り当てられます。 ファイル ステータスの詳細につ
いては、下に示す「ファイル ステータス情報」のリンクを参照してください。
ユーザーのコンピュータ上の作業フォルダからファイルをチェックインすると、ファイルは、その内容から計算した MD5 値を
使って保存されます。 ファイルを圧縮する設定になっている場合、ファイルは圧縮されて、ハイブ アーカイブに .gz 拡張子
で保存されます。 それ以外の場合は、圧縮されないバージョンがハイブ アーカイブに保存されます。 ファイルをチェックア
ウトすると、そのファイルの要求されたリビジョンが適切な作業フォルダにコピーされます。 すでに作業フォルダ内にそのフ
ァイルのコピーが存在する場合、作業ファイルの方が新しい場合以外は、作業ファイルが上書きされます。 作業ファイルの
方が新しい場合は、チェックアウトするかどうかの確認を求められます。
一度に複数のファイルに対してチェックアウト操作を実行することもできます。 たとえば、[すべての子孫] ボタンを使用して
複数の子フォルダから複数のファイルを選択したり、ファイル メニューまたはコンテキスト メニューの すべてチェックアウト
を使用して、選択したフォルダとその子孫フォルダ内のすべてのファイルをチェックアウトすることができます。 すべての子
孫 を選択してから、上部ペイン内のすべてのファイルを選択し、チェックアウト を選択しても、同じことが行えます。 すべて
チェックアウト... コマンドを使用すると、個人用オプションの設定にかかわらず確認ダイアログが表示されます。

チェックインとチェックアウトにおける推奨事項
ファイル リビジョンをチェックアウトするたびに、その内容が作業フォルダにコピーされます。 また、リビジョンをチェックアウ
トすることによって、チップ リビジョンまたは特定のリビジョンに対する作業が保証されます。 たとえば、チーム メンバがファ
イルに対して行った最新の変更が必要な場合や、ハード ディスクから作業ファイルを削除しているために別のコピーが必
要な場合などです。
バージョン管理下にあるファイルを使用する場合は、以下のような運用をお勧めします。

♦ ファイルに変更を加えようとしていることを他のチーム メンバに知らせるために、チェックアウト操作の中で、ロック ス
テータスを排他的に変更します。

♦ チェックイン操作の中でロック ステータスを削除して、他のチーム メンバに、ファイルへの変更が完了し、ファイルを
チェックアウトできるようになったことを知らせます。

♦ ファイルへの変更を継続したまま、バックアップの目的でそのファイルをチェックインする場合は、そのファイルをロッ
クしたままの状態にします。

♦ 2 人のチーム メンバが同じテキスト ファイルを同時に変更したり、1 人のメンバが古いリビジョンのファイルを変更し

た場合は、マージ オプションを使用して、ファイルの変更内容を結合して作業結果が失われないようにできます。 こ
のような場合、ファイルには "マージ" ステータスが割り当てられます。

♦ ロックしていないファイルを自分自身が変更してしまうことを防止するために、個人用オプションの ロックされていない
作業ファイルを読み取り専用としてマークする をオンにします。 これにより、ロックしていないファイルをチェックアウト
した場合に、その作業コピーは読み取り専用になります。

ファイル一覧の表示
上部ペインに表示されるファイルは、以下の要素によって変化します。
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♦ 左ペインのフォルダ階層で選択されているアプリケーション フォルダ
♦ 上部ペインの上にある フィルタ ドロップダウン リストで選択されているフィルタ
♦ すべての子孫 ボタンまたは ファイル メニューの すべての子孫 で指定された深さ。 このボタンが選択されていない

場合は、選択されているフォルダのみに関する情報が表示されます。 このボタンが選択されている場合は、選択され
ているフォルダとその子孫のすべてのフォルダに関する情報が表示されます。

♦ 左ペインのフォルダ階層で選択されているアプリケーション フォルダ
♦ ファイル一覧に対して実行したソート、表示のカスタマイズ、およびクエリ。 アプリケーションは、ファイルをアルファベ
ット順（大文字/小文字は区別しない）にソートします。

♦ フォルダの現在または継承した除外リストを使って、表示しないようにしてあるファイル
注: StarTeam は、オペレーティング システムがファイル名の大文字/小文字を区別するかどうかを識別し、それに応じてフ
ァイルを扱います。
関連概念
チェックインおよびチェックアウトの関連操作
一貫性のあるチェックインとチェックアウトの実行
関連手順
ファイルをチェックインする
ファイルをチェックアウトする
バッチでファイルをチェックアウトする
内部または外部からアイテムをリンクする
特定リビジョンをリンクする
リンクされた変更要求を確認する
リンクされたファイルをチェックインおよびチェックアウトする
リンクされたファイルを選択する
リンクのプロパティをカスタマイズする
ファイルを処理アイテムにリンクする
関連参照
ファイル ステータス
チェックインとチェックアウトへのステータスの影響
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EOL 変換処理の概要
この概要では、テキスト ファイルの EOL （end of line）文字を StarTeam で変換する方法について説明します。
StarTeam では固定の EOL 変換ファイルがサポートされています。 たとえば、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 は、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、使用されている EOL 形式は関係ありません。 他のクライアン
トとの互換性のため、チェックアウト時の "EOL 変換" が要求されていない、かつ EOL 形式が 未定義 の場合は、以前の
とおり、ファイルはサーバーに追加したときの EOL 変換でチェックアウトされます。
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。

EOL 形式のプロパティ
この EOL プロパティ値は、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。
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 形式の設定にかかわらず、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。

EOL 形式プロパティは Cross-Platform Client の 追加、チェックイン ダイアログ ボックスとファイルのプロパティのダイアロ
グ ボックスで手動で設定できます。 Cross-Platform Client の追加やチェックイン時の "EOL 変換オプション" は使用でき
ません。

EOL プロパティの値
この EOL プロパティ値は、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。 追加、チェックイン ダイアログ ボックスで選択された場合は、StarTeam によりファイルのプロパティ ダ
イアログ ボックスで指定された設定が使用されます。
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 形式は常に使用される。ワークステーション/チェックアウト変換オ
プションは無視される。
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一貫性のあるチェックインとチェックアウトの実行
開発者は、StarTeam のさまざまな機能を利用して、（同じビュー内の）同じファイルを扱う他の開発者との競合を許可した
り、回避することができます。 競合が少ない環境では、開発者はロックせずにファイルをチェックアウトして変更し、マージ競
合を識別して解決するための更新を行ってから、変更したファイルをチェックインできます。 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。 1 つのトランザクション結果として複数のファイルをチェックインする場合（たと
えば、変更パッケージ内でビュー比較/マージ セッションから）、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も更新されません。 一般に、一貫性のあるチェックインとチェックアウトを実行するには、以
下を行います。

♦ ファイルをチェックインまたはチェックアウトする前に、それらを排他的にロックします。そして、チェックインやチェック
アウトが成功した後でロックを解除します。または、

♦ 一時的に、ビュー構成を既知の "安定した" 時点に変更します。
競合が多い環境では、開発者は、チェックアウトの際に一貫性のあるファイル セットをより確実に取得したいと考えます。つ
まり、他の誰かのチェックインに含まれるファイルを避けようとします。 このニーズを最も簡単に実現する方法は、"規約に
よる" 方法です。 どの開発者もファイルをチェックインする前に、それらすべてのファイルを排他的にロックします。そして、
ファイルの一貫性が確保できたら（チェックイン時またはそのすぐ後に）、ロックを解除します。 同様に、どの開発者も、ファ
イルをチェックアウトする前に、それらすべてのファイルをロックします。そして、ファイルの一貫性が確保できたら、ロックを
解除します。 ある開発者が一度にすべてのファイルをロックできない場合は、他の開発者と競合しそうになっている可能性
があります。その場合は、現在ロックしているファイルのロックを解除し、少し待ってから（おそらく、競合している開発者との
話をつけてから）、再度ロックを試みます。 このような "規約による" アプローチの難点は、他の開発者が作業を完了する
まで待っている間、その開発者は作業を中断しなければならないことです。
一貫性のあるチェックアウトを実行するための、より本格的な方法は、"ビュー構成" を使う方法です。 ロックせずに一貫性
のあるチェックアウトを保証するために、開発者は、一時的にビュー構成を既知の "安定した" 時点に変更します。 いくつ
かの組織では、サーバーが使われていない、または使用負荷の少ない夜間に、ビルド プロセスを実行してビュー ラベルを
構成の選択...
ラベル付きの構
作成します。 StarTeam クライアントから一時的にビュー構成を変更するには、ビュー
成 を選択し、最新のビルド ラベルを選択します （あるいは、タイムスタンプまたはプロモーション状態を選択します）。 ビュ
ーが切り替わり、選択した時点のアイテムの状態が表示されます。そして、そこから "一貫性のある" チェックアウトを実行
できます。
注: ビュー構成の変更はクライアント側でのみ行われます --- 基本となる "実際の" ビューは変更されません。 "ロールバ
ック" ビューは読み取り専用です： 新規または修正済みのファイルをチェックインする前に、ビュー構成を "最新" の構
成に戻さなければなりません。 このアプローチの難点は、構成を切り替えるために、数秒から数分（非常に大規模なビ
ューの場合）の時間がかかることです。
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関連概念
チェックインおよびチェックアウトの関連操作
リンク： 内部および外部
関連手順
ビューを作成および構成する
ファイルをチェックインする
ファイルをチェックアウトする
内部または外部からアイテムをリンクする
特定リビジョンをリンクする
リンクされた変更要求を確認する
リンクされたファイルをチェックインおよびチェックアウトする
リンクされたファイルを選択する
リンクのプロパティをカスタマイズする
ファイルを処理アイテムにリンクする
関連参照
チェックインとチェックアウトへのステータスの影響
ファイル オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
ファイル ステータス
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大量ファイルの一括チェックアウト ユーティリティ
Cross-Platform Client で動作する一括チェックアウト ユーティリティ（BCO）を使用すると、大量のファイルをアプリケーショ
ンのリポジトリから作業フォルダに素早くチェックアウトできます。
ここでは、以下の内容について説明します。

♦ キーワード展開と BCO
♦ BCO を使用する際のヒントとベスト プラクティス

キーワード展開と BCO
StarTeam 2005 Release 2（パッチ 2）以降の一括チェックアウト ユーティリティ（BCO）は、Cache Agent からのチェックアウ
トの実行時にもキーワード展開をサポートするようになりました。 以前のリリースでは、Cache Agent 以外からのチェックア
ウトに対してのみキーワード展開が実行できました。 キーワード展開は、プロジェクト内のキーワード展開リストに一致した
非バイナリ ファイルに対してのみ実行されます。
Cache Agent からチェックアウトする際に、BCO は Cache Agent からの取得可能なファイルをすべて取得します。ただし、
そのファイルの中に $Log$ 形式のキーワード（$Log$、$Log[x]$、$LogUTC$、$LogUTC[x]$）が検出された場合は、そのファ
イルに対する警告を出力してキーワード展開は行いません。 このようなファイルは、その後、サーバーから取得されます。
Cache Agent からと Cache Agent 以外からの両方のチェックアウト対して、BCO は $History$ キーワードをサポートしま
す。 BCO が Cache Agent ベースのチェックアウトに対して $History$ のキーワード展開をサポートするようになってから
は、$Log$ キーワードとその変数よりも $History$ を使用を推奨しています。

BCO を使用する際のヒントとベスト プラクティス
以下に、BCO を使用する際のヒントとベスト プラクティスを示します。

♦ BCO は、特に Cache Agent と組みあわせた場合に、標準のコマンド ライン チェックアウト ユーティリティ（stcmd
co）より高速なので、ビルド用のファイルをチェックアウトする際に便利です。

♦ -cwf オプションを付けて BCO を実行すると作業フォルダを作成できます。ファイルを全くチェックアウトしなくてもかま
いません。

♦ ほとんどのビルドは、ビュー ラベルまたはプロモーション状態からのチェックアウト（-cfgl および -cfgp を使用）を

処理します。 チップ リビジョンをチェックアウトする場合は、チェックアウトしようとしているファイルにユーザーがチェ
ックインする可能性があることを認識しておいてください。これが行われると、矛盾を含んだスナップショットが生じま
す。 状況によっては、スナップショットの一貫性を確保するために別の手段を使用しなければなりません。 たとえば、
stcmd server-mode コマンドを使ってサーバーを排他的にロックしたり、通知が行くまではファイルにチェックインしな
いようにユーザーに依頼する方法があります。

♦ BCO は、大文字小文字のみが異なるフォルダ名の違いを認識しません。 ファイル名における大文字小文字の違い
は認識します。

♦ BCO は、StarTeam のコマンドライン ユーティリティ（stcmd）と同じエラー コードを返します。 したがって、0 が返れば
成功、1 が返れば、接続その他の重要なエラー、101 が返れば、ファイル名パターンの中に一致するファイルがない
ものが含まれている、102 が返れば、ファイル名パターンに一致するファイルがまったくないことを表します。

♦ StarTeam Server からファイルをチェックアウトする場合は、BCO は大きなファイル（> 2GB）をサポートします。
♦ $History$ StarTeam キーワードを使用している場合は、最後の履歴エントリの後に $ 記号だけの行が挿入されま
す。 この行を削除すると、StarTeam$History$ キーワードは無視されます。
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関連概念
一貫性のあるチェックインとチェックアウトの実行
関連手順
バッチでファイルをチェックアウトする
キーワード展開を有効にする
関連参照
StarTeam キーワード一覧
ファイル ステータス
チェックインとチェックアウトへのステータスの影響
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ラベル
このセクションでは、ラベルの使用について説明します。
このセクションの内容
ラベル
リビジョン ラベルとビュー ラベルについて説明します。
ビュー ラベル
ここでは、ビュー ラベルを使用する際のベスト プラクティスについて説明します。
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ラベル
バージョン管理の文脈では、ラベルという用語は、ビュー ラベル（名）やリビジョン ラベル（名）を 1 つまたは複数のフォルダ
やアイテムに添付することを指します。 StarTeam では、次の 2 種類のラベルを作成できます。

♦ ビュー ラベルは、ビュー ラベルの作成時に直ちにビュー内のすべてのフォルダやアイテムに自動的に添付されま

す。 ビュー ラベルにはいくつかの目的がありますが、主なものは、ビューの内容全体にタイム スタンプを付加したり
ビルド ラベルとして使用することです。 このラベルまでビューをロール バックすると、ラベルが調整されていなけれ
ば、その時点で存在していたすべてのものを見ることができます。 ビュー ラベルは、特定の時点に対して作成する
か、他の既存のビュー ラベルのコピーとして作成することができます。 ビュー ラベルが凍結されていなければ、ビュ
ー ラベルを添付したり添付解除することで、フォルダやアイテムをビュー ラベルに含めたりビュー ラベルから除外す
るよう調整できます。 ビュー ラベルをリビジョンからリビジョンへ移動することもできます。

♦ リビジョン ラベルは、ビュー内のアイテムに自動的には添付されません。 リビジョン ラベルは、ビュー内の 1 組のフ
ォルダまたはアイテムを指定するために使用されます。 たとえば、一緒にチェックインまたはチェックアウトする必要
のあるファイルのグループにラベルを付けたい場合です。

ラベルの概要
ラベルは、フォルダ、ファイル、要件、変更要求、タスク、トピック、監査エントリを含む、任意の種類の StarTeam アイテムに
添付できます。 すべてのアイテムは、複数のラベルを持つことができます。 ただし、同じアイテムの 2 つのリビジョンが、同
時に同じラベルを持つことはできません。
すべてのラベルは、そのビュー内では一意です。 つまり、ビュー ラベルは他のどのビュー ラベルとも同じ名前を持つことが
できず、リビジョン ラベルは他のどのリビジョン ラベルとも同じ名前を持つことができず、さらに、ビュー ラベルとリビジョン
ラベルも同じ名前を持つことができません。
ビュー ラベルもリビジョン ラベルも、フォルダやアイテムに手動で添付したり添付解除したりすることができます。 また、ど
ちらのラベルを使用しても、チェックアウトするファイルを識別できます。 ファイルをチェックインする場合、そのファイルのリ
ビジョン ラベルを作成して添付するか、または既存のリビジョン ラベルを添付することが可能です。
任意の種類のアイテムを、そのラベルによって選択することができます。 たとえば、特定のリビジョン ラベルを含むファイル
を選択し、そのラベルにロール バックして、そのラベルを含むリビジョンをチップ リビジョンにすることができます。 その後、
作業ファイルを、そのロール バックされたリビジョンと比較できます。
ラベルに対するアクセス権は、ビュー レベルか、フォルダまたはアイテムのレベルで設定できます。 ラベルの作成、そのプ
ロパティの編集、およびラベルの削除を行う権限は、ビュー レベルで許可しなければなりません。 ただし、ラベルの移動
（ラベルの調整ともいう）を行う権限は、フォルダまたはアイテムのレベルで許可できます。

タイム スタンプとビルド ラベル
ビュー ラベルをタイム スタンプとして使用すると、ビューをロール バックして、そのラベルが添付された時点でビューに含ま
れていたすべてのアイテムを表示することができます。 たとえば、製品のベータ バージョンに特定のファイルが含まれてい
たかどうかを調べるために、そのビューをベータ ラベルにロール バックすることができます。
また、ビュー ラベルは、ビルド ラベルとしても使用できます。それによって、QA チームは、任意の変更要求の解決のため
にテストする必要のあるビルドを即座に決定できるようになります。 ビュー ラベルをこの目的に使用するには、このラベル
を次のように作成する必要があります。

♦ ビルド ラベルとして指定すること
♦ その変更要求の 以下のビルドで対応 プロパティの値が [次のビルド] である間に作成すること
StarTeam によってこのラベルが作成されると、以下のビルドで対応 プロパティが [次のビルド] である各変更要求が、その
ビルド ラベルにリセットされます。
ビュー ラベルを作成するには、そのビューの現在の構成を選択する必要があります。 履歴構成は読み取り専用であり、ラ
ベルの追加は変更と見なされます。 ただし、前の構成に対してラベルが既に存在している場合は、その名前の調整、ファ
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イルやフォルダの追加または添付解除などは可能です。 また、ビュー ラベルをリビジョンからリビジョンへ移動することもで
きます。
たとえば、ビルドを作成するたびに、管理者がビュー ラベルを作成し、ビュー内のすべてのファイルのチップ リビジョンにそ
のラベルを添付した後で、ビルド用にそのラベルの付いたすべてのファイルをチェックアウトする場合を考えます。 あるファ
イルのチップ リビジョンに、数週間（またはそれ以上）変更がない場合、そのリビジョンは複数のビュー ラベルを持つ可能
性があります。一方、頻繁に変更されるファイルは、ビュー ラベルが全くないリビジョンや、ビュー ラベルが 1 つしかないリ
ビジョンを持つことになります。
フォルダからビュー ラベルを添付解除すると、StarTeam はそのフォルダをルートとするサブフォルダ内のすべてのアイテ
ムからそのラベルを自動的に添付解除します。 特定のビュー ラベルまでビューをロール バックしたときに、あるフォルダに
そのラベルが添付されていなければ、そのフォルダ内の子フォルダとその内容も見ることはできません。
ビュー ラベルをビュー レベルで作成できるのは、その構成が現在の構成である間のみです。 ただし、現在または過去の
ある時点の構成に対して、ビュー ラベルを作成することができます。 どちらの場合も、StarTeam は、指定した時点におい
てビューに属しているすべてのフォルダ、ファイル、変更要求、タスク、またはトピックのチップ リビジョンに対して、新しいラ
ベルを添付します。
既存のビュー ラベルのコピー、またはプロモーション状態に現在添付されているラベルのコピーとして、ビュー ラベルを作
成することもできます。 その場合、StarTeam は既存のビュー ラベルとまったく同じアイテムとリビジョンに、新しいラベルを
添付します。
このラベルを使ってファイルのリビジョンをチェックアウトできます。また、このラベルまでビューをロール バックすることによ
って、このラベルが添付されたすべてのアイテムを表示できます。 たとえば、製品のビルド 100 を作成する際に、ビューか
らビュー ラベル Build 100 を作成すると、そのビュー内のすべてのファイルに Build 100 というビュー ラベルが添付されま
す。
このビルドに含めたくないアイテムがある場合は、個別にそれらのアイテムからラベルを添付解除します。 たとえば、一部
のファイルにはそのラベルを添付するべきではない場合、そのファイルを選択し、[ファイル] メニューまたはコンテキスト メ
ニューから ラベル
添付解除... を選択します。 ビルドに含めたくないファイルがすべて同じフォルダ内にあって、そのフォ
ルダに含まれるのがそれらのファイルだけの場合は、[フォルダ] メニューの [ラベル] コマンドを使用します。 たとえば、ビ
ュー ラベルを添付した後で、ヘルプ ファイルをチェックインした場合、そのラベルを、ヘルプ ファイルの以前のリビジョンか
ら、最近チェックインしたヘルプ ファイルに移動できます。

ラベルのアクセス権
ラベルに対するアクセス権は、ビュー レベルか、フォルダまたはアイテムのレベルで設定できます。 ユーザーまたはグル
ープが、ラベルの作成、ラベルのプロパティの編集、ラベルの削除を行うためのアクセス権は、ビュー レベルで設定しま
す。 たとえば、ラベルを作成できるユーザーは、そのラベルの初期のプロパティを設定できます。 ただし、ラベルのプロパ
ティを編集する権限を持っていない場合は、後でそのラベルを凍結したり、凍結を解除することはできません。
ラベルを、個々のフォルダやアイテムに添付したり、それらから添付解除したり、リビジョン間で移動させることもできます。
ラベルを移動するアクセス権は、ラベルの調整 と呼ばれます。 これらの権限は、フォルダまたはアイテム レベルで設定で
きます。
関連概念
プロモーション状態
関連手順
ラベルとプロモーション状態を管理する
ラベルをアイテムに添付する
ラベルをフォルダに添付する
ビュー ラベルをコピーする
ラベルをアイテムから添付解除する
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ビュー ラベル
ビュー ラベルは、新しいビルド番号や、他のビューが作成された時点、リリース候補ビルドなど、特定のマイルストーンに一
致するビュー全体の構成に印をつけるために使用されるものです。 従って、ビュー ラベルは特定のチェックインを行うため
に作成、使用するものではありません。 1 つ以上の変更がコミットされ、新しいビルドの立ち上げ、リリース ビューの生成、
他のビューに対する変更のプロモートなどを行う際に、ビュー ラベルを作成します。 以下の 2 つのシナリオは、良いビュ
ー ラベル使用例を表しています。
以下の 2 つのシナリオは、良いビュー ラベル使用例を表しています。

シナリオ 1： デイリー ビルド
[ビルド ラベルとして使用] が選択されている場合、チームがビルドを、日ごと、夜ごと、時間ごと、もしくは、必要時のどのタ
イミングで行いたいのかにより、このアプローチでは、新しいビュー ラベルが作成されます。

♦ このプロセスを稼動させるには、まず特定のタイムスタンプでビュー ラベルを作成し、それからビルド プロセスを起動
します。 （ユーザーによっては、ビルド プロセス内でビュー ラベルを作成する方が望ましい場合もあるでしょう）。

♦ ビルド プロセスでは、そのラベルが添付されているファイルをチェックアウトし、コンパイルの起動、リンク、その他の

ビルド タスクを行います。 これらのタスクが成功した場合、その同じビルド プロセスで、ユニット テストやその他の検
証タスクも起動させることができます。

♦ すべてのビルド タスクが成功した場合、ビュー ラベルは「凍結」としてマークされます。これにより、このビュー ラベル
が「良いビルド」である判断材料となります。

♦ 逆に、ビルド タスクが失敗した場合、ビルド プロセスではレポートを生成したり、E メールで担当者に通知することが

できます。 開発作業の初期段階である場合には、単に処理の続行を選択し、チームがビューにおいて変更をかけ続
けられるようにすることもあるでしょう。 次のビルド プロセスは、単純に「もう 1 度実行」となります。 開発作業の後期
である場合には、 これらエラーに対する開発者の適切な修正を待ち、彼らが作成した新しいリビジョンを同じビュー
ラベルに再度添付し、ビルドをもう 1 度実行することになるでしょう。 この場合、「良いビルド」には、このビュー ラベル
が「凍結」としてマークされたときにのみ、到達することができることとなります。

このアプローチの利点は、ビューにおけるチップ リビジョンが、概してビルド可能なものであることが保証されるということで
す。 これにより、「継続的インテグレーション」 として知られる、順次発展させていくやり方によるソフトウェア開発をサポート
することができます。 このアプローチの欠点は、大規模なチームや環境では、変更の数が多すぎるため、実践が難しくなる
という点です。 この場合、大量の欠陥ビルド、担当追求作業、冗長的な E メールが発生してしまうでしょう。

シナリオ 2： 「変更」ビルド
一般的に安定してビルド可能なチップ リビジョンを基とする代わりに、もう 1 つのアプローチでは、身長に選択されたリビジ
ョンに添付されるビュー ラベルを作成します。 この方法をとるための手順はだいだい以下のとおりです：

♦ 既存の「良いビルド」のビュー ラベルで始めると仮定します。 前のシナリオと同様、このラベルはビルド ラベルとして
フラグに使用され、おそらく凍結されているものです。

♦ そのビルドの前に多くの変更が行われた場合でも、特定の変更のみを次の「良いビルド」ラベルへ含む候補として、

選択したい場合があります。 これを行うには、それぞれ該当するファイル リビジョンが、あるリビジョン ラベルに添付
されており、かつ、そのラベルが、ユーザーが注目しているファイル リビジョンに添付されている 唯一 のラベルであ
るようにしてください。

♦ 次の「良いビルド」ラベルを、現在のラベルを「クローン」することにより開始します。 CPC では、[ビュー｜ラベル] を

選択し、[ビュー] タブで [新規作成...] を選択します。 それにより開かれるダイアログで、[ラベル付きの構成] を選択
し、現在の「良いビルド」のラベルを選択します。 新しいラベルは、古いラベルと同一のものになります。

♦ 目的の変更と関連付けられているファイル リビジョンを選択します。 [ファイル] タブで、[選択｜ラベルで...] を選択
し、適切なリビジョン ラベルを選択します。

♦ ここで、これらのリビジョンを、クローンで作成したビュー ラベルへ添付します。 [ファイル] タブで、[ラベル｜添付...]

を選択してください。 それにより開かれたダイアログで、クローンで作成したラベルを上部のラベル リストから選択し
ます。 [アイテムに添付] グループ ボックスで、[ラベル付きの構成] を選択し、前ステップで使用したリビジョン ラベル
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と同じものを選択します。 これにより確実に、各ファイルの正しいリビジョンが、クローンで作成されたラベルに添付さ
れます --- さもなければチップ リビジョンが添付され、場合によりそれが誤ったリビジョンである場合もあるでしょう。

♦ 新しいラベルに含めるファイル リビジョンを表すリビジョン ラベルが複数ある場合には、前の 2 つのステップを繰り返
します。

♦ ここで、新しい「良いビルド」のラベルに対して、適切なビルド/テスト プロセスを走らせます。 ビルド/テスト プロセス
が成功したかに応じて、ラベルを凍結するなり、修正リビジョンを再度添付して再び前シナリオを行うかをします。

このアプローチにより、チップ リビジョンを安定させなくても、ビュー構成を、ビルド、プロモート、その他の候補としてタグ付
けすることが可能になります。 このアプローチの欠点は、一番新しい「良いビルド」のラベルが、そのビューのチップ構成よ
りも以前のものであった場合、最近行われた変更による品質がしばらくの間、不明の状態になってしまうことです（これは、
「継続的インテグレーション」の前提に反するものです）。
このアプローチではラベルを「クローンする」方法を採用しているため、削除されたアイテムについては言及しなければなら
ない警告事項があります。 あるアイテムがビュー ラベルに添付され、その後、ビューから削除されたとします。 期待通り、
ビュー ウィンドウをそのビュー ラベルまで調整して「時間旅行」をすると、アイテムは再び姿を現します。アイテムが、そのラ
ベルに添付された時点では存在していたからです。 しかし、あまり明らかにではありませんが、このラベルをクローンした
際、そのアイテムもまた新しいラベルに添付されています。これは、新しく作成されたラベルが最初、古いラベルと全く同一
のものだからです。 もしチップ構成で削除されたアイテムを、クローンで作成されたラベルに添付したくない場合には、その
アイテムをクローンで作成したラベルから添付解除する必要があります。
関連概念
ビューの概要
ビュー タイプの理解
ビューの適切な使用
関連手順
ビューを管理する
ビューを作成および構成する
関連参照
ビュー タイプのオプションと設定
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分岐オプション
分岐オプションに関する概念を説明します。
このセクションの内容
分岐の理解
分岐の概要について説明します。
分岐オプションの概要
分岐オプションの概要について説明します。
アイテムの分岐動作
フォルダやアイテムの分岐動作について説明します。
分岐、移動、共有時の変更要求への影響
変更要求を分岐、移動、または共有する場合の変更要求への影響について説明します。
変動アイテム
変動の意味と、変動構成がアイテムの動作に影響する仕組みについて説明します。
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分岐の理解
分岐ビューは、分岐することが許可されているビューです。 つまり、ビュー内のフォルダやその他のアイテムを、親ビュー内
の対応するアイテムから分離することができるビューです。
分岐ビューにはさまざまな用途があります。 たとえば、次のような目的で分岐ビューを作成できます。

♦ 開発のメイン ラインとは異なるニーズに対応するため。 たとえば、前回の製品版リリースから分岐させて、製品の保
守リリースやカスタム バージョンを作成する場合です。

♦ 前回のリリースの一部または全部のファイルを使用して、製品の次期リリースの開発を開始するため。
♦ 開発とテストが済むまで、プロジェクトのある範囲を非公開にしておくため。 その後は、必要なときに、変更を開発の
メイン ラインにマージできます。

分岐できるアイテムはフォルダ、ファイル、変更要求の 3 種類だけですが、必ずしも分岐ビュー内のすべてのフォルダやア
イテムが分岐しなければならないというわけではありません。 要件、タスク、およびトピックは一切分岐しません。
アイテムが分岐するまでは、両方のビューに含まれる対応するアイテムは同じままです。 アイテムが分岐した後は、両者
は同じではなくなり、リビジョン番号が新しい分岐を示します。 アイテムを再び同じ状態にする唯一の方法は、ビューを比較
してマージすることにより、手動でアイテムをマージすることです。 分岐が発生した後は、親ビューの対応するアイテムに更
新情報が送られたり、対応するアイテムからの更新情報が適用されたりすることはなくなります。
安全のために、親ビューで行われた削除は子ビューには伝搬しません。また、子ビューでの削除は親ビューには伝搬しま
せん。 あるフォルダまたはアイテムを、関連するすべてのビューから削除したい場合は、ビューごとに手動で削除しなけれ
ばなりません。
また、移動は、コピーしてから削除したものと見なされます。 したがって、移動が行われたビューでは、移動されたフォルダ
またはアイテムは新しい場所に 1 つ存在するだけですが、関連するビューでは、元の場所と新しい場所にそれぞれ 1 つず
つ、合計 2 のフォルダまたはアイテムが存在することになります。
注: ビューを分岐すると、親ビューと子ビュー間の共有を除く、すべての共有は無効になります。
関連概念
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アイテムの分岐動作
関連手順
分岐動作を確認および変更する
ビューを管理する
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ビューのデフォルトおよび代替作業フォルダを変更する
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分岐オプションの概要
動作が 変更時に分岐 に設定されている場合、子ビューにおけるアイテムが変更された際に、分岐が発生します。 アイテ
ムが分岐すると、そのアイテムと、親ビュー内の対応するアイテムとの間で分離が発生します。 分離されたアイテムは、互
いに異なる分岐リビジョン番号を持つようになります。
分岐ビューを作成する際：

♦ すべて分岐 を選択すると、ビューの作成時点でビュー内に存在していたすべてのアイテムの動作が 変更時に分岐
に設定されます。

♦ 分岐なし を選択すると、ビューの作成時点でビュー内に存在していたすべてのアイテムの動作が 変更時に分岐 に
設定されません。 変動構成を持つアイテムへの変更は、親ビューへ伝播されます。

♦ ビューを分岐すると、同じビュー内のアイテム間での手動による共有は、そのビューの子ビューには維持されませ
ん。

注: 凍結（固定）構成を持つアイテムは、その動作が 変更時に分岐 に設定されていない場合は読み取り専用になりま
す。 読み取り専用とは、そのアイテムに関するデータがそのビュー内で一切変更できないことを意味します。 たとえ
ば、ファイルを編集することはできても、それをチェックインしたり、そのプロパティを変更することはできません。
アイテムの追加、移動、共有、および変更を行うと、そのアイテムの動作が変わります。 以下、特定の動作の設定がどのよ
うな意味を持つかについて説明します。

分岐が無効になっている場合
チェックボックス 変更時に分岐 が無効になっている場合、アイテムを分岐することはできません。 以下のいずれかが該当
します：

♦ アイテムは現在のビューにもともと属し、そこへ共有されたものではない。 言い換えると、そのアイテムは自分の参照
ツリーにおけるルート アイテムとなっています。

♦ アイテムが既に分岐している。 （アイテムは、ビューにつき 1 回のみ分岐できます）。

分岐動作が [変更時に分岐] に設定されている場合
変更時に分岐 チェック ボックスが有効でオンの場合は、次にアイテムに変更が加えられたときに分岐が発生します。 その
時点で、新しいビュー内のアイテムと親ビュー内の対応するアイテムとの間で分離が発生します。 親ビュー内の対応する
アイテムから分離したアイテムは、以下のように動作します。

♦ 変更時に分岐 チェック ボックスがオフになります。
♦ そのリビジョン番号のドット表記が、さらに 2 つの数字を含むよう拡張されます。

分岐動作が [変更時に分岐] に設定されていない場合
[変更時に分岐] チェック ボックスが有効でオフの場合は、アイテムに変更を加えても分岐は発生しません。
アイテムの構成が変動の場合、変更は親ビューに伝播されます。
アイテムの構成が変動ではない場合は、親ビューを更新できないため、アイテムに変更を加えることはできません。 アイテ
ムは、読み取り専用であるかのように扱われます。 たとえば、アイテムがファイルの場合、ファイルを編集することはできて
も、それをチェックインしたり、そのプロパティを変更することはできません。
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アイテムの分岐動作
フォルダ、ファイル、変更要求に適切な設定を与えると、これらのアイテムを子ビューに分岐させることができます。つまり、
これらのアイテムを親ビュー内の対応するアイテムから分離できます。
フォルダが分岐しても、その内容（子フォルダやアイテム）は分岐しません。
アイテムが分岐すると、新しいリビジョン番号が与えられます。 例えば、ファイルが分岐する前のそのファイルのリビジョン
番号（ドット表記で）が 1.13 だった場合、分岐後のリビジョン番号は 1.13.1.0 になります。 親ビュー内のファイルに対する次
の変更には、1.14 というリビジョン番号が与えられます。 子ビューでの次の変更に対しては、1.13.1.1 となります。
以下に、分岐動作の基本を示します。

♦ フォルダと変更要求は、そのプロパティが変更されると分岐します。
♦ ファイルは、その内容またはプロパティが変更されると分岐します。
♦ 要件、タスク、およびトピックは一切分岐できません。

典型的な分岐シナリオ
ある製品について作業しており、顧客が、自分たち向けに 2 つ、3 つ、特殊な機能を調整した、その製品の特別なエディシ
ョンを要求してきたとします。 現在の製品のアイテムと、この特別な要求のためのアイテムを分けるために、分岐ビューを
作成します。
アイテムを分岐すると、これらのアイテムは、祖先となるアイテムから派生します。 複数のアイテムが、共通の祖先を持ち
ながら、それぞれ完全に異なるリビジョン履歴を持つ場合もあります。 テキスト ファイルの場合は、たとえば、分岐したアイ
テムを後で派生元のファイルとマージすることができます。 たとえば、新しいオペレーティング システム向けの製品を開発
する際には、最初のオペレーティング システム向けの既存ファイルをベースに開発に取りかかることができます。

履歴が分岐動作に与える影響
フォルダ、ファイル、または変更要求が分岐可能かどうかは、履歴によって決まります。 完全な履歴がわからない場合は、
その動作を知っていることを前提する必要はありません。 たとえば、次のように指定します。

♦ 分岐ビューが作成された時点で親ビュー内にフォルダやアイテムが存在しており、新規ビュー ウィザード の分岐オプ
ションを すべて分岐 にして分岐ビューが作成された場合は、フォルダやアイテムの分岐動作は、最初は有効で、フォ
ルダの動作 ダイアログ ボックスの 変更時に分岐 はオンです。

♦ 分岐ビューが作成された時点で親ビューにフォルダやアイテムが存在しており、分岐オプションを 分岐なし にして分
岐ビューが作成された場合、フォルダやアイテムの分岐動作は、最初は有効で、変更時に分岐 はオフです。 ただ
し、この動作は変更可能です。

♦ 分岐ビューの作成後に分岐ビューにフォルダまたはアイテムを追加した場合、フォルダまたはアイテムの分岐動作は
無効になります。 フォルダの動作 ダイアログ ボックスで、変更時に分岐 チェックボックスは無効でオフになっていま
す。 ただし、そのフォルダまたはアイテムを共有化すると、新しいビュー内でのその分岐動作は自動的に有効になり
ます。

共有アイテムの分岐動作
共有アイテムの [変更時に分岐] 動作は、そのアイテムが存在するフォルダに固有のものです。 そのフォルダが、2005
Release 2 サーバー上に存在するプロジェクトにある場合、[変更時に分岐] チェックボックスは、その共有ファイルに対して
デフォルトでチェックされていない状態となります。 しかし、プロジェクトが 2006 または 2008 サーバー上に存在する場合、
[変更時に分岐] チェックボックスは、その共有ファイルに対してデフォルトでチェックされた状態となります。
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分岐、移動、共有時の変更要求への影響
変更要求のワークフローは、変更要求が移動されたとき、マージされたとき、または分岐するときに大きく影響を受ける場
合があります。

♦ テスト済み最終ビルド と 以下のビルドで対応 フィールドの値にビルド ラベルが設定されている（つまり、これらのフィ
ールドが空でなく、次のビルド 以外の値である）場合、変更要求が変更されてもこれらのフィールドの値は保持されま
す。 これらの値は新しいビュー内で変更できますが、そのビューに存在するビルド ラベルの名前にしか変更できませ
ん。

♦ 操作の時点で 以下のビルドで対応 フィールドの値が 次のビルド である場合、この値は、新しいビュー内で作成され
る次のビルド ラベルではなく、元のビュー内で作成される次のビルド ラベルの名前に置換されます。 この動作は、新
しいビュー内でこの変更要求に対して他の変更が行われた場合にも発生します。

♦ 操作の時点で、テスト済み最終ビルド と 以下のビルドで対応 フィールドの値がない場合、変更要求のワークフロー
はその変更要求が現在位置するビューに固有のものとなります。

注: 変更要求が分岐する場合、そのワークフローは分岐時点での テスト済み最終ビルド と 以下のビルドで対応 フィール
ドの値によって影響を受けます。
関連概念
分岐の理解
分岐オプションの概要
アイテムの分岐動作
関連手順
分岐動作を確認および変更する
変更要求を割り当てる
変更要求を作成する
ビューのデフォルトおよび代替作業フォルダを変更する
ビュー ラベルをコピーする
現在のビュー構成をロールバックする
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変動アイテム
このトピックでは変動の意味と、変動構成がアイテムの動作に影響する仕組みについて説明します。

変動アイテムについて
変動は慎重な管理が必要な StarTeam の機能です。 変動は アイテムの動作 ダイアログ ボックスの 構成 タブですべての
アイテムで利用できる構成オプションです。
他に固定構成があります。 ラベル、プロモーション状態、または過去の時点に、アイテムを固定できます。 StarTeam の 構
成日時 フィールドは、アイテムの構成を示します。 このフィールドに値がないのはアイテムが変動構成であるときです。 ア
イテムが固定されている場合は、このフィールドに日時が含まれます。 この日時は、ビューが作成された時刻、VCM 操作
によってアイテムが共有された時刻、アイテムの動作 ダイアログ ボックスの 構成 タブのユーザーにより選択された時刻、
アイテムがプロモーション状態に固定された時刻、またはアイテムがラベルに固定された時刻のいずれかです。

変動構成によるアイテムへの影響
変動構成によるアイテムへの影響は、アイテムの動作に依存します。たとえば、分岐できるアイテム タイプがフォルダ、ファ
イルまたは変更要求の場合は、アイテムが存在するフォルダの動作に依存します。 StarTeam の 分岐状態 フィールドで
は、分岐できるアイテムが ルート、分岐 または 非分岐 アイテムであるかどうかを示します。

♦ ルート アイテムは参照ツリーのルートです。 この分岐のドット記法は必ず 1.x です。
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♦ 分岐アイテムは参照ツリーのルート参照にはなく、アイテムが存在する場所で分岐しています。 この履歴では、1.x

から 1.x.y.0 に変更されたドット記法を、少なくとも 1 つの場所で確認できます。 アイテムが分岐するだびに、ドット記
法にさらに 2 桁の数値が追加されています。 アイテムはそれぞれの場所で分岐するのは 1 回だけですが、多くの場
所で共有されていることもあります。 この参照ツリーではこれらの場所が示されます。

♦ 非分岐アイテムは参照ツリーのルート参照ではなく、存在する場所でまだ分岐していません。 StarTeam の 変更時

に分岐 フィールドでは はい または いいえ が表示され、非分岐アイテムが変更されたときに分岐に設定するかどう
かを示します。 動作ダイアログに 変更時に分岐 チェック ボックスがあり、オンにするとアイテムが「変更時に分岐」
に設定されます。

次のダイアログではアイテムが変更時に分岐に設定されていることを示します。 このアイテムの動作はこのダイアログで変
更できますが、「変更時に分岐」が有効である設定が推奨する動作です。

このアイテムの 分岐状態 が「ルート」か「分岐」であった場合は、チェック ボックスが無効です。
このアイテムの「分岐状態」が「ルート」か「分岐」であった場合は、チェック ボックスが無効です。

変動共有
一般に、変動共有の設定は適切ではないと考えられています。特に分岐するアイテム（フォルダ、ファイル、変更要求）で
は、自動的に同期、反映され、適切ではないことがあるからです。

♦ 子アイテムの構成が変動に設定されている場合は、親アイテムの変更が自動的に子アイテムに反映されます。 両方
のアイテムの参照ツリーでこれを確認できます。 この動作は 変更時に分岐 オプションが選択されているかどうかに
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関係なく発生します。 子アイテムが 1 度分岐すると、変動は停止します。 分岐するには、アイテムの動作が 変更時
に分岐 に設定されている必要があります。

♦ 子アイテムの構成が変動に設定されていて、[変更時に分岐] がオフである場合にのみ、子アイテムの変更が自動的
に親アイテムに反映されます。

変動フォルダでは、さらに影響があります。

♦ 親フォルダに追加された新しいアイテムは、子フォルダが分岐するまで、子フォルダに反映できます。
♦ 子アイテムの構成が変動に設定されていて、[変更時に分岐] がオフである場合にのみ、子フォルダに追加された新
しいアイテムが自動的に親アイテムに反映できます。

変動は一方向（親参照から子参照）または両方向（親から子と子から親）が可能であることに注意してください。 また、変動
フォルダは新しく追加されたアイテムに対する動作にも影響することに注意してください。 変動の結果として、親アイテムと
子アイテムは同一です。 実際に、分岐が起きていないので、同じアイテムです。
変動の設定は適切ではないと一般に考えられていますが、一部の状況、特に分岐できないアイテム（要件、タスク、トピッ
ク）で役に立つのでこの機能が使用できます。 分岐できないアイテムが固定（変動なし）構成であるときは、読み取り専用で
もあります。
注: 両方が固定と変更時に分岐に設定されている場合にのみ、分岐できるアイテムは読み取り専用です。 これはアイテム
は分岐できず、変更が別の場所に反映されないからです。
一部のユーザーではビューから別のビューに変動できるように、分岐できないアイテムを変動フォルダに配置します。 ま
た、表示できる任意のビューから変更できるように、各アイテムの構成を変動に設定します。 これらの変更は互いにアイテ
ムが表示できるすべてのビューで表示できます。
VCM には変動アイテムを検出する方法があります。次のアイテム差分タイプを検索します。

♦ 子の変動共有（アクション実行基準一覧の行番号 1210）
♦ 子の変動共有、ソース未分岐（プロモート）（行番号 1230）
♦ ターゲット フォルダは、ソース ビューに変動共有があります。（行番号 200）
すべての機能はトピック「VCM 差分タイプの理解」に説明されています。 差分タイプ 1210 と 1230 は VCM オプション 子の
変動共有を固定 がセッションで使用されている場合にのみ有効です。 VCM でこれらの差分を修正できます。 差分タイプ
200 が発生しているときは、失敗 条件になります。 VCM セッションをコミットするには、ターゲット ビューの変動フォルダを
手動で変更し、ビューを更新する必要があります。 それから、VCM セッションを再実行する必要があります。 問題のフォル
ダの参照ツリーにある別のフォルダを確認することをお勧めします。 VCM は VCM セッションで比較されている 2 つのビュ
ーの間の問題を検出するだけです。 別の変動参照がある場合もあります。
関連手順
共有アイテムの分岐動作を構成する
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フォルダやアイテムへの参照
ここでは、StarTeam がフォルダおよびアイテムへの参照を管理する方法に関する基本情報を提供します。
このセクションの内容
参照の概要
StarTeam の参照管理方法の概要を説明します。
参照の理解
StarTeam による参照の作成を招くアクション、StarTeam での参照の表示方法、StarTeam が作成する初期参照
について説明します。
分岐ビューにより作成される参照
ビューを分岐するときに StarTeam がフォルダとアイテムへの参照を管理する方法の概要を説明します。
アイテムのビューへの追加により作成される参照
アイテムをビューに追加するときに StarTeam が参照を管理する方法の概要を説明します。
オブジェクトの手動共有により作成される参照
オブジェクトを 1 つの場所から別の場所に手動で共有にした場合、StarTeam が参照階層を表示する方法に関す
る概要を説明します。
オブジェクトの移動により作成される参照
オブジェクトを 1 つの場所から別の場所に移動した場合、StarTeam が参照階層を表示する方法に関する概要を
説明します。

181

参照の概要
アプリケーションの 1 つの場所にあるフォルダまたはアイテムは、同じサーバー構成内の別の場所に格納されている他の
フォルダまたはアイテムを基準にすることができます。 参照は、元のフォルダまたはアイテムとそれを基準にした別のフォ
ルダまたはアイテムとの間の関係を示します。 参照を使用して、1 つの場所にあるフォルダやアイテムに対して行った変更
を別の場所にも適用する必要があるかどうかを判断することができます。
クライアントの下部ペインにある 参照 タブには、選択されたアイテムと、そのアイテムが関連付けられた他のフォルダまた
はアイテムとの間の関係が表示されます。 共有または子のビューの作成が原因で、1 つのフォルダまたはアイテムが同じ
サーバー構成内の複数のプロジェクト、ビュー、または親フォルダと関連付けられる場合があります。 元のフォルダまたは
アイテムの各インスタンスは参照を持ちます。 アイテム参照（フォルダを含む）は下部ペインの [参照] タブで確認できま
す。 また、フォルダ参照は、左ペインのフォルダ ツリーからも、[フォルダ ツリー] メニューやコンテキスト メニューから 詳
参照... を選択するとダイアログが表示され、確認することができます。
細
関連概念
分岐オプション
参照の理解
分岐ビューにより作成される参照
アイテムのビューへの追加により作成される参照
オブジェクトの手動共有により作成される参照
オブジェクトの移動により作成される参照
関連手順
場所の参照を表示する
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参照の理解
次の場合に、StarTeam はフォルダまたはアイテムへの少なくとも 1 つの参照を作成します。

♦ フォルダまたはアイテムが作成されたか StarTeam に追加された場合。
♦ 対象のフォルダまたはアイテムを含む子ビューが分岐作成された場合。 親から分岐して子ビューが作成されると、親
のフォルダまたはアイテムのサブセットが子ビューの一部になります。 StarTeam では、そのサブセット内のフォルダ
およびアイテムを子ビュー内で自動的に共有します。

♦ フォルダまたはアイテムが、1 つの場所から別の場所に手動で共有にされた場合。
フォルダまたはアイテムを追加、共有、移動すると、ビューが分岐して変動する子ビューであったり、分岐して変動する子ビ
ューを持つビューであったりした場合、複数の参照が作成されることがあります。

StarTeam による参照の作成を招くアクション
たとえば、同じビュー内で 1 つのフォルダから別のフォルダにファイルを移動するとします。 そのビューには、子ビューが 2
つあり、そのどちらにもそのファイルが含まれる場合を考えます。 つまり、このファイルに対する参照は、3 つのビューそれ
ぞれに１つずつ、少なくとも 3 つあることになります。 ここで、そのファイルを同じビュー内の別のフォルダに移動します。 現
在のビューでの参照は、ファイルの新しい場所を表すものに変わります。 2 つの子ビューのプロパティに従って、各子ビュ
ーでは、そのファイルへの新しい参照が作成されます。 そのような子ビューでは、元の場所にあるそのファイルへの参照は
そのまま残ります。それは、アプリケーションでは、現在のビューでファイルを移動しただけであり、そうした参照の変更をユ
ーザーが望むとは想定していないからです。 それまで 3 つだったこのファイルへの参照が 5 つになります。
注: ユーザーが参照を増やすような操作を実行する可能性が高い場合には、ほとんどの管理者はビューの分岐または変
動構成をしないようにします。 たとえば、移動や共有を実行すると、同じフォルダまたはアイテムに対する不要な参照
が複数作成され、混乱を招く場合があります。
次の表は、現在のビュー、受け取り側のビュー、受け取り側のビューの親、受け取り側のビューの子で StarTeam がどのよ
うな参照を作成するかを説明したものです。 これは多くの場合、再帰的です。 たとえば、親ビューで参照が作成されると、
そのビューの他の子で、またはそのビューの親でというように、どのビューが変動ビューであるかによって、新しい参照が作
成されます。
StarTeam による参照の作成を招くアクション
フォルダまたはアイテムの条件 ...受け取り側のビューに参照が追
加されるか?

...受け取り側のビューの親ビューに ...受け取り側のビューの子ビューに
参照が追加されるか?
参照が追加されるか?

新規作成されたビューの一部 はい。ただし新しいビューが参照
ビューでない場合 （参照ビューの
場合、新しいビューは実際には
作成されません。参照ビューは単
に、既存のビューの新しい見方だ
からです）。 新規作成されたビュ
ー内のフォルダまたはアイテムへ
の参照が 1 つあります。

いいえ。親ビューはフォルダまた いいえ。新規作成されたビューに
はアイテムのソースであり、親ビ は子ビューがないからです。
ューでの参照がすでに存在して
いるからです。

現在のビューに追加

はい。現在のビュー内の新しいフ はい。現在のビューが、親ビュー はい。子ビューが、現在のビュー
ォルダまたはアイテムへの参照 の分岐なしの変動子ビューであ の分岐（「分岐なし」または「すべ
が 1 つあります。
る場合。
て分岐」のいずれか）、変動子ビ
ューである場合。
それ以外の場合は、「いいえ」。
それ以外の場合は、「いいえ」。

現在のビュー内で共有

はい。現在のビューでの新しい場 はい。現在のビューが、親ビュー はい。子ビューが、現在のビュー
所にある共有のフォルダまたは の分岐なしの変動子ビューであ の分岐（「分岐なし」または「すべ
アイテムに対して新しい参照が作 る場合。
て分岐」のいずれか）、変動子ビ
成されます。
ューである場合。
それ以外の場合は、「いいえ」。
それ以外の場合は、「いいえ」。
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現在のビュー内で移動

いいえ。移動を反映するよう元の はい。現在のビューが、親ビュー はい。子ビューが、現在のビュー
参照が更新されます。
の分岐なしの変動子ビューであ の分岐（「分岐なし」または「すべ
る場合。
て分岐」のいずれか）、変動子ビ
ューである場合。
それ以外の場合は、「いいえ」。
それ以外の場合は、「いいえ」。

参照の表示方法
フォルダ参照 ダイアログ ボックスに表示される以下の 4 つの参照の例について考えます。

♦
♦
♦
♦

Help Files::Help Files::Help Files::starteam,1.0
Help Files::Help Files\Freeze Check::Help Files\release 4\starteam, 1.0
Help Files::Help Files\Freeze Check\New View::\Help Files\release 4\starteam, 1.0
Help Files::Help files\variant 2::Help Files\release 4\starteam, 1.0.1.2

上記の例では、選択したフォルダには 4 つの参照があります。
は、現在選択されているフォルダまたはアイテムを表す参照を示します。 それ以外の場合、このダイ
現在のアイコン
アログには、フォルダを選択したビューに関係なく同一の情報が表示されます。
各参照は、以下の内容をダブルコロン（::）で区切って表示します。

♦ プロジェクト名（たとえば、「Help Files」）。
♦ ルート ビューからそのフォルダ（またはアイテム）を含むビューまでのパス。 たとえば、Help Files\Freeze Check

\New View であれば、Help Files はルート ビュー名、Freeze Check はそのルート ビューの子、New View は Freeze
Check ビューの子です。

♦ ビュー内のフォルダへのパス。 アイテムの場合、パスはそのアイテムの親フォルダへのパスです。
♦ アイテムの場合、そのアイテムに関連付けられている名前または番号。 これは、ファイル名、変更要求番号、要件番
号、タスク番号、またはトピック番号です。

♦ フォルダ（またはアイテム）のそのビューでのチップ リビジョン番号。 （この情報は、ダブルコロンではなく、カンマで他
の参照と分けられています）。 たとえば、例にあるフォルダは、variant 2 ビューを除くすべてのビューでリビジョン 1.0
です（例のツリーの最後の層を参照）。 variant 2 ビューでは、フォルダのリビジョン番号は 1.0.1.2、つまり、そのフォル
ダが親ビュー内の 1.0 リビジョンから分岐したものであり、variant 2 ビューには 3 つのリビジョンがあることを示してい
ます。 その 3 つとは、1.0.1.0、1.0.1.1、および 1.0.1.2 です。

この例では、プロジェクトの名前、ルート ビューの名前、ルート ビュー内のルート フォルダはすべて同じ名前です。
フォルダ参照 ダイアログ ボックスは、(境界や角をドラッグして）サイズ変更することができます。 必要に応じて、スクロー
ル バーが表示されます。 太字の参照は、現在選択されているフォルダまたはアイテムのどのリビジョンがその子孫である
かを示します。 これは、現在選択されているフォルダまたはアイテムが、太字表記されている参照のリビジョンの履歴の一
部であることを意味します。
ファイル(AUDITSCC.DOC）への参照を示している [参照] タブからの以下の例を考えてみましょう。 現在選択されているファ
イルへの参照は、そのファイルのリビジョンが 1.6 であることを示しています。 その参照が太字になっていることから分かる
ように、リビジョン 1.8 はリビジョン 1.6 の唯一の子孫です。 AUDITSCC.DOC のリビジョン 1.6 に障害が見つかると、太字にな
っていることによって 1.6 のどの子孫でその修正が必要かを判断するのに役立ちます。 この場合、更新する必要があるの
は 1.8 だけです。

♦
♦
♦

Help Files::Help Files::Help Files\starteamp::AUDITSCC.DOC, 1.8
Help Files::Help Files\Freeze Check::Help Files\starteamp::AUDITSCC.DOC, 1.1
Help Files::Help Files\Freeze Check::New View2::starteamp::AUDITSCC.DOC, 1.1.1.0
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♦

Help Files::Help Files\varc::Help Files\starteamp::AUDITSCC.DOC, 1.6

♦

Help Files::Help Files\variant 2::starteamp::AUDITSCC.DOC, 1.2

初期参照
アプリケーションにフォルダまたはアイテムを追加するとき、StarTeam は参照を作成します。 次に示す、新規作成されたプ
ロジェクトのフォルダ階層を考えます。 この例では、そのプロジェクトのルート ビューのフォルダ階層です。
Big Product
...Marketing Documents
...Online Help
...Source Code
Source Code フォルダのフォルダ プロパティを変更する前は、フォルダ参照 ダイアログ ボックスにはそのフォルダへの参
照が 1 つだけあります。 たとえば、Big Product::Big Product::Big Product\Source Code, 1.0
Source Code フォルダのプロパティが変更されると、リビジョン番号は 1.0 から 1.1 へ、その後は 1.2 へと変更されます。 た
だし、それでも、フォルダ参照 ダイアログ ボックスではこのフォルダの参照は 1 つだけです。
参照ビューを作成（たとえば、レビュー担当者のグループで使用するなど）すると、Big Product プロジェクトのビュー階層に
はビューが 2 つになりますが、Source Code フォルダが持つ参照は依然として 1 つだけです。 [参照] ビューには、親ビュ
ーのフォルダのサブセットが含まれますが、そうしたフォルダは親ビューでのフォルダと同じです。 分岐はできません。 たと
えば、レビュー担当者用の参照ビューを作成した後、[フォルダ参照] ダイアログ ボックスには、次の情報が表示されます。
Big Product::Big Product::Big Product\Source Code, 1.2
分岐子ビューを作成したときに,フォルダを手動または自動で共有すると、フォルダ参照 ダイアログ ボックスには追加の参
照が表示されます。
ヒント: 参照ビューと、フォルダおよびアイテムの参照とを混同しないでください。 参照ビューは、新しいビューのように見え
ますが、実際には既存のビューのサブセットです。 フォルダまたはアイテムの参照は、参照数のようなものです。 オ
ブジェクトのコピーがいくつ存在するか、またはそれぞれの新しい場所でオブジェクトが分岐した場合、いくつ存在で
きるかを示します。 参照ビューを作成しても、フォルダまたはアイテムの参照は作成されません。

関連概念
分岐オプション
分岐ビューにより作成される参照
アイテムのビューへの追加により作成される参照
オブジェクトの手動共有により作成される参照
オブジェクトの移動により作成される参照
関連手順
場所の参照を表示する
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分岐ビューにより作成される参照
StarTeam で分岐ビューを作成すると、親ビューから子ビューに自動的に共有されていた各フォルダまたはアイテムに、参
照が追加されます。 （ビュー
ビューの選択 から表示する）ビュー階層では、新しい参照は、元の参照の子になります。

分岐ビューにより作成されるフォルダ参照
Big Product の 1.0 バージョンが出荷されるとき、チーム リーダーは、サービス パックとして使用するために分岐ビュー (1.0
バージョンの出荷日を基準に) を作成しますが、バージョン 2.0 の新規開発はプロジェクト ルート ビューでそのまま続行し
ている場合を考えます。 これらのアクションにより、ビュー階層は次のようになります。

♦ Big Product
♦

Big Product 1.0 Plus Service Packs

♦

Reference view for reviewers

この時点では、2 つの参照が フォルダ参照 ダイアログ ボックスに表示されます。 ルート ビュー Big Product にいる場合
は、Source Code フォルダの フォルダ参照 ダイアログ ボックスには、以下の情報が示されます。

♦
♦

Big Product::Big Product::Big Product\Source Code, 1.2
Big Product::Big Product\Big Product 1.0 Plus Service Packs::Big Product\Source Code, 1.2

子ビュー Big Product 1.0 Plus Service Packs にいる場合は、Source Code フォルダのフォルダ参照ダイアログ ボックスに
は、以下の情報があります。

♦
♦

Big Product::Big Product::Big Product\Source Code, 1.2
Big Product::Big Product\Big Product 1.0 Plus Service Packs::Big Product\Source Code, 1.2

アイコンは、現在選択されているフォルダまたはアイテムを表す参照を示します。 そうでない場合
現在（今いる場所）
には、このダイアログにはフォルダを選択したビューに関わらず、同じ情報が表示され、 StarTeam は、その親の参照の下
に子ビューの参照を示します。 太字の参照は、フォルダまたはアイテムのどのリビジョンが、現在（今いる場所）
アイ
コンの付いたフォルダまたはアイテムの子孫であるかを示します。 これは、現在のフォルダまたはアイテムが、太字表記さ
れているリビジョンの履歴の一部であることを意味します。
前の 2 つの例では、両方の参照が太字で表されていました。 次の 2 つの例では、そうではありません。 Source Code フォ
ルダのプロパティは、親ビュー、子ビューの両方で、変更されているからです。 親のフォルダはリビジョン 1.3 になり、子の
フォルダはリビジョン 1.2.1.0 になっています。 両方のフォルダ履歴は、異なる方向になっています。

♦
♦

Big Product::Big Product::Big Product\Source Code, 1.3
Big Product::BigProduct\Big Product 1.0 Plus Service Packs::Big Product\Source Code, 1.2.1.0

現在のフォルダは、それ自身の子孫であるので、常に太字で表されます。 しかし、親フォルダから引き出されたものなの
で、現在のフォルダの履歴には含まれなくなります。 そのため、親フォルダの フォルダ参照 ダイアログ ボックスには、以下
の情報が表示されます。

♦
♦

Big Product::Big Product::Big Product\Source Code, 1.3
Big Product::BigProduct\Big Product 1.0 Plus Service Packs::Big Product\Source Code, 1.2.1.0

分岐ビューにより作成されるファイル参照
フォルダまたはアイテムの履歴を調べるときは、子孫ではなく祖先を確認します。 ただし、ある場所にあるチップ リビジョン
を変更し、そのリビジョンが別の場所にあるチップ リビジョンの祖先である場合には、他の場所のチップ リビジョン（最新の
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オブジェクトの子孫）にも変更を適用したい場合があります。 リビジョンに子孫があるかどうかを判定する方法は、参照を調
べることです。 ファイル(AUDITSCC.DOC）への参照を示している以下の例を考えてみましょう。

♦

Help Files::Help Files::Help Files\starteamp::AUDITSCC.DOC, 1.8

♦

Help Files::Help Files\Freeze Check::Help Files\starteamp::AUDITSCC.DOC, 1.1

♦

Help Files::Help Files\Freeze Check::New View2::starteamp::AUDITSCC.DOC, 1.1.1.0

♦

Help Files::Help Files\varc::Help Files\starteamp::AUDITSCC.DOC, 1.6

♦

Help Files::Help Files\variant 2::starteamp::AUDITSCC.DOC, 1.2

太字で示されているように、現在のリビジョンが 1.6 であれば、1.8 がその唯一の子孫です。 これは、リビジョン 1.6 が 1.8
の履歴の中にも見つかることも意味します。
AUDITSCC.DOC のリビジョン 1.6 に障害が見つかると、太字になっていることによってその修正が必要な 1.6 の子孫を判断
するのに役立ちます。 この場合、更新する必要があるのは 1.8 です。 その他の参照は、そのファイルの次のようなリビジョ
ンへのものです。

♦ すでに分岐し、現在のファイルとはまったく異なると思われるもの。
♦ 現在のファイルの祖先で、変更が必要なさそうなもの。 たとえば、読み取り専用のビューにあるものや、もう使用され
ていないもの。 その違いの理由が何であれ、祖先についてはチェックインしようとしている変更以上に作業が必要で
しょう。

フォルダまたはアイテムの新しいリビジョンを作成する前に（そして後にも）、子孫を調べる必要があります。 変更がアプリ
ケーションの新しいリビジョンになる前に、その子孫を確認することができます。 後からは、他のどの参照が新しく変更され
たフォルダまたはアイテムと同じリビジョン番号を持っているかを調べることができます。 子孫も新しいリビジョン番号を持っ
ている場合には、子孫にも既に新しい変更が適用されています。 たとえば、ファイルは他のビューに変動していることがあ
ります。
関連概念
分岐オプション
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アイテムのビューへの追加により作成される参照
新しいフォルダまたはアイテムを親ビューまたは子ビューに追加すると、2 つのビューの間の関係によって、1 つまたは 2
つの参照が作成されます。
子ビューが変動分岐ビューである場合、新しいフォルダまたはアイテムが親ビューに追加されると、StarTeam は各ビュー
に参照を作成します。
子ビューが [分岐なし] オプションを指定して作成された変動分岐ビューである場合、新しいフォルダまたはアイテムが子ビ
ューに追加されると、StarTeam は各ビューに参照を作成します。

ビュー階層における下方変動
ビューに変動分岐子ビュー（分岐なし または すべて分岐 オプションを指定して作成された）があり、子ビューが変動する
と、親ビューに追加されたフォルダまたはアイテムは双方のビューに表示されるようになります。 フォルダまたはアイテムの
履歴はオブジェクトが作成されたビューを示しますが、参照の階層では親ビューが親参照として表示されます。
たとえば、親ビューにファイルを追加すると、いずれかのビューのその履歴には、そのファイルが子ビューで分岐しない限
り、親ビューの名前が表示されます。
次の表に、親ビューに追加されたファイルの親ビューでの履歴と下方変動を示します。
ヒント: クライアントの履歴タブを使用して、履歴を示すアイテム情報を表示することができます。
ビュー

リビジョン 分岐リビジョン

Big Product 2

1.1

Big Product 1

1.0

次の表に、親ビューに追加されたファイルの子ビューでの履歴と下方変動を示します。 ファイルの履歴には、そのファイル
が分岐するまでは、ビューの名前が表示されます。ファイルは元々そのビューからアプリケーションに追加されました。 分
岐後は、ファイルが分岐したビューの名前を表示します。
ビュー

リビジョン 分岐リビジョン

分岐なし変動 3

1.1.1.0

Big Product

2

1.1

Big Product

1

1.0

子ビューで分岐した後でこのファイル（marketshares.doc）の参照タブを表示しようとすると、次の情報が表示されます。

♦
♦

Big Product::Big Product::Big Product\Marketing Documents::marketshares.doc, 1.1
Big Product::Big Product\branch none floating::Big Product\Marketing Documents::marketshares.doc, 1.1.1.0

履歴には、ファイルが分岐する前の Big Product としての親ビューを明確に表示しています。 親ビューに追加されたフォル
ダおよびアイテムに対する履歴と参照は、子ビューが作成されたときの親ビューにあったフォルダおよびアイテムのものと
同様です。
注: これらの例で示したビューの名前は、分かりやすくするためのものです。 ビューの親やこれらの例で示されているその
他の名前を指定することはおそらくありません。
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ビュー階層における上方変動
ビューに（分岐なし オプションで作成された）分岐子ビューがあり、その子ビューが変動ビューの場合、その子ビューに追加
されたフォルダまたはアイテムは両方のビューで表示されるようになります。 これは、すべて分岐 オプションを使用して作
成された変動分岐子ビューについては適用されません。
フォルダまたはアイテムの履歴はオブジェクトが作成されたビューを示しますが、参照の階層では常に親ビューが親参照と
して表示されます。
次の表に、子ビューに追加されたファイルの親ビューでの履歴と上方変動を示します。 これが親ビューでの履歴であって
も、履歴には、元々そのファイルがアプリケーションに追加されたビューの名前が表示されています。
ビュー

リビジョン 分岐リビジョン

分岐なし変動 3

1.2

分岐なし変動 2

1.1

分岐なし変動 1

1.0

次の表に、子ビューに追加されたファイルの子ビューでの履歴と上方変動を示します。 ファイルの履歴には、そのファイル
が分岐するまでは、ビューの名前が表示されます。ファイルは元々そのビューからアプリケーションに追加されました。 分
岐後は、ファイルが分岐したビューの名前を表示します。 この場合、2 つのビューはたまたま同じビューになっています。
ビュー

リビジョン 分岐リビジョン

分岐なし変動 3

1.1.1.0

分岐なし変動 2

1.1

分岐なし変動 1

1.0

上方変動するファイルの参照階層を表示するとき、そのファイルが分岐子ビューからアプリケーションに追加されたものか
どうかはわかりません。そのファイルがどこから来たものかを判断するには、ファイルの履歴（履歴タブを使用）を調べる必
要があります。 たとえば、参照タブには、上方変動した slant.doc ファイルについて、以下の参照履歴があります。

♦
♦

Big Product::Big Product::Big Product\Source Code\Timeout::slant.doc, 1.2
Big Product::Big Product\branch none floating::Big Product\Source Code\Timeout::slant.doc, 1.1.1.0

ビュー階層における上方変動と下方変動
ビューの階層が深い（ルート ビューに孫、曾孫などのビューがある）場合、分岐変動ビューを使用すると、著しい混乱が起
こる可能性があります。 たとえば、ファイルをルート ビューの孫に追加するとします。 さらに、分岐なし オプションを使用し
て孫ビューが作成され、親（ルート ビューの子）も 分岐なし オプションを使用して作成されたとします。 追加するファイル
は、追加元になる現在のビューの親および祖父まで遡って変動し、それから現在のビューまで戻ります。 その結果、次の
ようになります。

♦ 現在のビューのファイルへの 1 つの参照
♦ 現在のビューの親にあるファイルへの 1 つの参照（現在のビューからの上方変動の結果）
♦ ルート ビューにあるファイルへの 1 つの参照（現在のビューの親からの上方変動の結果）
現在のビューに変動子ビュー、孫ビューなどがあると、さらに多くの参照が作成されます。 ルート ビューまたは親ビュー
に、上記以外にも変動する子がある場合、さらに多くの参照が作成されます。

189

関連概念
分岐オプション
参照の理解
分岐ビューにより作成される参照
オブジェクトの手動共有により作成される参照
オブジェクトの移動により作成される参照
関連手順
場所の参照を表示する

190

オブジェクトの手動共有により作成される参照
フォルダまたはアイテムを 1 つの場所から別の場所で（同じビュー内か別のビューかに関わらず）共有にすると、新しい場
所のオブジェクトに対して参照が作成されます。 新しいフォルダまたはアイテムの参照は、共有フォルダまたは共有アイテ
ムからの参照の子になります。

手動で共有したファイルの参照階層の例
以下の例では、timeout.cpp という名前のファイルに対する 2 つの参照を示しています。 ファイルは、Source Code というフ
ォルダから同じビューの Timeout という名前のフォルダに手動で共有にされました。 第 2 の参照は、第 1 の参照を基にし
たものですが、分岐ビューの作成の副産物として作成されたものです。

♦

Big Product::Big Product::Big Product\Source Code::timeout.cpp, 1.0

♦

Big Product::Big Product::Big Product\Source Code::Timeout::timeout.cpp, 1.0

アプリケーションでは、参照はその作成原因となったものを基に区別されることはありません。 ただし、第 2 の参照は第 1
の下で字下げして表示されるため、第 1 の参照が第 2 の参照のソースとなっている階層から判定することができます。 ま
た、参照は同一のビュー内にあるため、手動による共有や移動が行われたことも分かります。 第 2 の参照は、子ビューが
作成されたときに自動的に作成されたものである場合は、別のビューに置かれます。
共有フォルダまたはアイテムは分岐できますが、決してそうはなりません。 共有フォルダまたはアイテムの履歴の一部のサ
ブセットは、元のフォルダまたはアイテムの履歴の一部になるからです。

ビュー階層における上方変動と下方変動
ビューの階層が深い（ルート ビューに孫、曾孫などのビューがある）場合、分岐変動ビューを使用すると、著しい混乱が起
こる可能性があります。 ルート ビュー以外のすべてのビューが変動分岐するとします。 ビューがどのように作成されたか
によって、共有したフォルダやアイテムが新しい場所で次のように変動します。

♦ 受け取り側のビューからルート ビューにビュー階層を上方に変動
♦ 受け取り側のビューのすべての子、孫などに向かって下方に変動
♦ 受け取り側のビューの親、祖父などからその他のすべての子まで変動
この結果、プロジェクト ビューの階層のすべてのビューに新しい場所のフォルダまたはアイテムへの参照が作成されま
す。 これらのビューの多くには、既に前の場所のフォルダまたはアイテムへの参照が作成されています。
次の例は、shared within child view.doc というファイルを branch none floating ビューから同じビュー内の別の場所で共有
することによって作成されたすべての参照を示したものです。 最初の 3 つの参照は、共有操作をする前から存在する参照
です。 第 4 の参照は、ルート フォルダでの最初の参照です。 それはそのビューから上方変動したため、branch none
floating ビューにある最初の場所の子として表示されます。 第 5、第 6 の参照は、そのビューの branch none floating 子ビ
ューに下方変動した参照の結果です。

♦

Big Product::Big Product::Big Product\Online Help::shared within child view.doc, 1.0

♦
♦

Big Product::Big Product\branch none floating::Big Product\Online Help::shared within child view.doc, 1.0
Big Product::Big Product\branch none floating\branch none floating 2::Big Product\Online Help::shared
within child view.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product::Big Product\Source Code:;shared within child view.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product\branch none floating::Big Product\Source Code::shared within child view.doc,
1.0
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♦

Big Product::Big Product\branch none floating\branch none floating 2::Big Product\Source Code::shared
within child view, 1.0

次の例は、shareall.doc というファイルが、別のビューと共有される前には、branch all floating ビュー内にのみ存在したこと
を示しています。 ルート フォルダへの参照は、共有操作の結果として発生した参照を開始します。 しかし、ファイルはルー
トへの上方変動と下方変動するため、受け取り側のビューは何らかの他のビューになります。 下方変動の際、branch all
floating ビューに第 2 の参照が作成されました。

♦

Big Product::Big Product::branch all floating::Big Product\Marketing Documents::shareall.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product::Big Product::shareall.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product\branch all floating::Big Product::shareall.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product\branch none floating::Big Product::shareall.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product\branch none floating\branch none floating2::Big Product::shareall.doc, 1.0

♦ .

Big Product::Big Product\branch none floating\branch none floating 2\branch none floating3::Big
Product::shareall.doc, 1.0
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オブジェクトの移動により作成される参照
フォルダまたはアイテムを同じビュー内で 1 つの場所から別の場所に移動すると、StarTeam は元の場所のオブジェクトを
削除し新しい場所に配置します。 しかし、そのビューの親や子のいずれかが変動する場合に、影響がでる場合がありま
す。 これは、現在のビューの場合を除き、前の場所にあるコピーが削除されないからです。 親ビューと子ビューに、新しい
場所への参照 1 つではなく、2 つの参照（元の場所と新しい場所に対する参照が 1 つずつ）が作成されることになるからで
す。

参照階層の例
分岐子ビューのない指定のビューで、timeout.doc というファイルを Marketing Documentation フォルダから Timeout フォル
ダに移動するとします。
次の 2 つの例に、移動前後のこのファイルへの参照を示します。 参照の数は同じですが、ファイルへのパスだけが変わっ
ています。 ファイルは、元の場所からは削除され、新しい場所に追加されます。
移動前：

Big Product::Big Product::Big Product\Marketing Documents::timeout.doc, 1.0

移動後：

Big Product::Big Product::Big Product\Source Code\Timeout::timeout.doc, 1.0

しかし、このビューに親ビューへの接続を切らずに作成された子ビューがある (つまり、子ビューが変動分岐である) 場合を
考えます。 子ビューは、移動されたファイルがまだ分岐していない場合、ユーザーはまだ本当はそこに置いておきたいの
で、前の場所からは削除されません。 しかし、子に反映させるべき親に対する変更として認識されているため、新しい場所
に追加されます。
ファイルには、親ビューでは参照が 1 つしかありませんが、子ビューでは参照が 2 つあります。

♦

Big Product::Big Product::Big Product\Source Code\Timeout::timeout.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product\branched floating::Big Product\Marketing Documents::timeout.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product\branched floating::Big Product\Source Code\Timeout::timeout.doc, 1.0

StarTeam のユーザーは、フォルダを使用してアイテムをソートすることがあります。 たとえば、1 つのビュー内に一連のフ
ォルダを作成して、次のような条件で変更要求を分類する場合です。

♦ 次のリリースで必ず実現
♦ 次のリリースについては検討中 (時間が許せば)
変更要求は通常、ルート フォルダからソートフォルダに移動させ、後で整理した別のソートフォルダに移動させます。 これ
は、現在のビューでは便利ですが、親や子ビューに複数の参照が作成される場合があります。 ビューの階層が深い場合、
現在のビューの親、祖父、子、孫なども影響する場合があります。 そのようなシステムを使用するユーザーは、通常、変動
しない子ビューを作成します。

ビュー階層における上方変動と下方変動
ビューの階層が深い（ルート ビューに孫、曾孫などのビューがある）場合、変動分岐ビューを使用すると、著しい混乱が起
こる可能性があります。 ルート ビュー以外のすべてのビューが変動分岐するとします。 新しい場所で、移動したフォルダま
たはアイテムは次のように変動します。

♦ 受け取り側のビューからルート ビューにビュー階層を上方に変動
♦ 受け取り側のビューのすべての子、孫などに向かって下方に変動
♦ 受け取り側のビューの親、祖父などからその他のすべての子まで変動
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移動操作によって、移動元のビューの移動済みフォルダまたはアイテムへの参照が 1 つ減り、受け取り側のビューのフォ
ルダまたはアイテムへの参照が 1 つ増えます。
次の例は、move within parent view というファイルが、ルート ビュー内のある場所から同じビュー内の別の場所に移動され
たことを示しています (それが、ビュー内でそのファイルへの参照が 1 つしかない理由です)。 元々、そのファイルは 5 つの
ビューで参照されています。 移動により、ルート フォルダのすべての子ビューそれぞれで、移動したファイルへの参照を 2
つ (参照の 1 つは元の場所での参照を 1 つ、新しい場所での参照を 1 つ) 与えて、新しい参照が 1 つ作成されました。

♦

Big Product::Big Product::Big Product\Source Code::moved within parent view.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product\branch all floating::Big Product::moved within parent view.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product\branch none floating::Big Product::moved within parent view.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product\branch none floating\branch none floating2::Big Product::moved within parent
view.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product\branch none floating\branch none floating2\branch none floating3::Big
Product::moved within parent view.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product\branch all floating::Big Product\Source Code::moved within parent view.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product\branch none floating::Big Product\Source Code::moved within parent view.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product\branch none floating\branch none floating2::Big Product\Source Code::moved
within parent view.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product\branch none floating\branch none floating2\branch none floating3::Big
Product\Source Code::moved within parent view.doc, 1.0
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処理アイテム、処理リンク、処理タスク
ここでは、拡張処理アイテム、拡張処理リンク、および処理タスクの使用について説明します。
このセクションの内容
処理アイテムの概要
処理アイテムについて紹介します。
処理アイテムと処理リンク
処理アイテム リンクについて説明します。
処理ルール
特定の処理アイテムにリンクするために必要となる、プロジェクトでの各ファイルの追加またはチェックイン操作に
ついて説明します。
拡張処理リンクと処理タスク
拡張処理リンクと処理タスクについて紹介します。
アクティブ処理アイテム
アクティブ処理アイテムについて説明します。
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処理アイテムの概要
現代の開発実務では、開発プロセス全体の管理強化が求められています。StarTeam により、開発者は、ファイル内容の
変更がすべて変更要求、要件、タスクのいずれかに確実にリンクされる定義済みの開発プロセスに従うことができます。 こ
のように使用されるアイテムのことを処理アイテムと呼びます。
具体的に言えば、処理アイテムとは、与えられた一連の変更を行う理由としてユーザーが指定する変更要求、タスク、ある
いは要件のことです。 処理アイテムは、ファイルの追加 ダイアログ ボックスや チェックイン ダイアログ ボックスでサポート
されています。 その結果、ソース コードやコンテンツの変更は、明確に定義され承認された目的（処理アイテムに記載され
ている）に沿った形でのみ行われます。

ビュー外の処理アイテム
これまで、StarTeam クライアントでは、処理アイテムについては現在のビュー内からの選択のみサポートしてきました。 こ
の機能は多くの処理で役に立ちますが、変更要求、タスク、あるいは要件がソース コード ファイルとは異なるビューにある
処理には対応していません。
ビュー外の処理をサポートするため、StarTeam クライアントでは、コミットするファイルと同じサーバー上の任意のビューか
らファイルの追加やチェックインに妥当な処理アイテムを選択できるようになりました。 アイテム ペインで選択したアイテム
を、現在のビュー、同じサーバー上で開かれているビュー、あるいは同じサーバー上の別のビューのアクティブ処理アイテ
ムとして選択することができます。
また、アクティブ処理アイテムに設定 ツールバー ボタンにはドロップダウン リストが付いており、開かれている任意のビュ
ーからアクティブ処理アイテムを選択することができます。

処理アイテムの使用
処理アイテムを使用することで、自分や開発チームの他のメンバが処理ルールを使用する必要がない場合でも、ファイル
に加えられた変更のリンクや追跡を行うことができます。
注: StarTeam 管理者は、処理ルールを定めることにより、プロジェクトに処理アイテムの使用を強制することができます。
処理ルールの定義は、[プロジェクトのプロパティ] ダイアログ ボックスで行います。 処理ルールでは、ファイルをチェッ
クインする際に処理アイテムを使用する必要があることを明示し、どのタイプのアイテムを処理アイテムとして使用でき
るかを規定します。
処理ルールを強制する場合は、追加またはチェックインするすべてのファイルを処理アイテムにリンクおよび固定する必要
があります。

♦ 標準リンク モデルでは、これによって、リンクの一方の端が処理アイテムという特別な目的を持つタスクに固定され、
もう一方の端が新しいファイルまたはリビジョンに固定されます。

♦ 拡張リンク モデルでは、これによって、リンクの一方の端が処理アイテムに固定され、もう一方の端が処理タスクとい
う特別な目的を持つタスクに固定されます。処理タスクは StarTeam によって自動的に作成され、管理されます。 処
理タスクは、その後で、新しいファイルまたはリビジョンにリンクされます。 タスクを処理アイテムとして使用する場
合、拡張リンク モデルが処理タスクの役でさらにもう 1 つのタスクを使用することに注意してください。

処理ルールを強制しない場合でも、処理アイテムで可能になったリンクや追跡を活用することができます。 ファイルを追加
またはチェックインする際には、新しいファイル リビジョンを特定の処理アイテムにリンクおよび固定するように指示しま
す。 それには、変更要求、要件、またはタスクを、その操作の処理アイテムとして選択します。 同時に、変更要求には「解
決」、要件には「完了」、タスクには「終了」のマークを付けることができます。
注: 利用可能なアクティブ処理アイテムがある場合、チェックイン ダイアログ ボックスでは 処理アイテムをリンクおよび固
定する フィールドに値が自動的に入力されています。
処理アイテムを使用することで、以下の点を明確に区別することができます。

♦ 特定の変更要求に関係している、またはそれを解決させるのはどのファイル リビジョンか
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♦ 特定の要件に関係している、またはそれを完了させるのはどのファイル リビジョンか
♦ 特定のタスクに関係している、またはそれを終了させるのはどのファイル リビジョンか
各ビューは、異なるアクティブな処理アイテムを持つことができます。 ビューを変えると、ステータス バーに表示される処理
アイテム情報が変わるのがわかります。

処理アイテムの動作
与えられたビューでファイルの追加やチェックイン操作を行うという状況で、処理アイテムは標準モデルのルールか拡張モ
デルのルールに従って動作します。

♦ 標準モデルに従って動作する処理アイテムは、標準処理アイテムと呼ばれます。 リンクは、処理アイテムから、内容

がアクティビティの一環として変わった各ファイルに向けて作成されます。 アクティビティの一環として加えられた変更
は、関係のある処理アイテムのリンクを調べることによって、後で確認することができます。

♦ 与えられた操作に関係する拡張モデルに従って動作する処理アイテムは、拡張処理アイテムと呼ばれます。
これらの 2 つのリンク モデルについては、このセクションで後ほどさらに詳しく説明します。

処理アイテムと処理タスク
処理アイテムは、軽量の変更コンテナのような働きをします。 トレーサビリティが実現されるため、ファイルの変更を追跡し
てその目的や背景を突き止めることができます。 また、特定の変更要求、タスク、あるいは要件に対応するファイル リビジ
ョンを識別する手段にもなるので、たとえば、それらのリビジョンをビュー ラベルまたはリビジョン ラベルに添付することが
できます。
特に、以下の点が重要です。

♦ 処理アイテムになり得るのは、変更要求、タスク、または要件です。
♦ 処理アイテムは、どのビューにも存在させることができます。 必ずしも、変更が行われているのと同じビューに存在し
なければならないわけではありません。

プロジェクトで拡張処理リンクを使用する場合：

♦ 各処理アイテムには、アクティブ状態にあるビューごとに、多くても 1 つの処理タスクが関連付けられます。
♦ 処理タスクはビューに固有のものです。
♦ 任意のファイルの追加やチェックイン操作の処理タスクは、常に自動的に作成されます。 たとえば、変更要求を処理
アイテムとして選択した場合、StarTeam は必要に応じて関連するタスクを自動的に作成し、処理リンクを変更要求で
はなくそのタスクに自動的に添付します。

注: 処理タスクは VCM セッションでは使用されなくなりました。 変更パッケージ オブジェクトが、単一の VCM セッション内
ですべての変更を追跡するために、VCM セッションによって作成されます。

処理アイテムの選択
StarTeam クライアントでは現在、処理アイテムをアクティブ処理アイテムとして選択できるため、ファイルの追加 ダイアロ
グ ボックスや チェックイン ダイアログ ボックスで、その処理アイテムがデフォルトで使用されることになります。 ファイルの
追加 ダイアログ ボックスや チェックイン ダイアログ ボックスでも、ファイルの追加やチェックインより前に、アクティブ処理
アイテムを変更することができます。
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関連概念
変更要求
要件
タスク
関連手順
変更要求で作業する
内部または外部からアイテムをリンクする
リンクされた変更要求を確認する
アクティブ処理アイテムを設定する
アクティブ処理アイテムにリンクされたファイルを検索する
プロジェクトの処理ルールを確立する
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処理アイテムと処理リンク
リンクは、2 つのアイテム間の関係です。 StarTeam では、プロジェクトやビューに関係なく、同じリポジトリ内の任意の 2 つ
のアイテムをリンクすることができます。 リンクを使用して、任意の理由に基づくアイテム間の関連を作成できます。 たとえ
ば、要件を設計ドキュメントにリンクしたり、変更要求を該当する障害を複製した事例にリンクしたり、タスクを設計仕様にリ
ンクしたりできます。
処理アイテムは、一連のファイル変更のコンテキストとして使われる変更要求、タスク、または要件のことです。 処理アイテ
ムは、ファイルの追加やチェックイン操作の際に、任意のビューで使用できます。 ただし、いくつかのプロジェクトでは、処理
アイテムは必須となります。 さらに、プロジェクトのプロパティで、処理アイテムとして有効なアイテム タイプや、各アイテム
タイプで有効なステータスを定義することもできます。

リンクの端
リンクの両端は、それぞれ特定のアイテムを指します。 一方の端には、常に、そのリンクを有効にした最初のリビジョンが
保存されます。 さらに、リンクの端を、そのアイテムが参照する成果物の特定のリビジョンを指すように固定したり、最新リ
ビジョンを指すように変動にすることができます。 リンクにも、リンクの説明や更新理由などを記述するために使用できるコ
メント プロパティがあります。 リンクはバージョン管理されます。 したがって、ビュー構成の履歴を見ると、スナップショットの
履歴にリンクが存在することがわかります。

処理リンク： 標準と拡張
処理リンクは、ファイルやフォルダのどのリビジョンが、特定の変更に関係しているかを示すために使われる StarTeam リン
クです。 処理リンクの両端は、常に特定のアイテム リビジョンに固定されています。 変動する端を持つリンクは、処理リン
クとは見なされません。
StarTeam は、処理リンクを実装するために、標準モデルと拡張モデルの 2 つモデルを提供しています。

標準の処理アイテムと処理リンク
StarTeam は、従来、標準モデルに従って処理リンクを作成してきました。 このモデルでは、各処理リンクの一方の端が処
理アイテムにつながっています。 もう一方の端は変更されたファイルにつながっています。
たとえば、次の図を参照してください。
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標準処理リンクを使用しているプロジェクトで、ファイルをビューに追加またはチェックインする場合は、ファイルのリンク先と
なる処理アイテムを選択します。 操作中のファイルごとに 1 つの処理リンクが作成されます。 リンクの一方の端は、新しい
ファイル リビジョンに固定され、もう一方の端は、変更要求、要件、またはタスクの現在のリビジョンに固定されます。
ファイルの追加またはチェックイン処理の一部として、変更要求のステータスを 解決 に、要件のステータスを 完了 に、タス
クのステータスを 終了 に変更することができます。 処理アイテムが "解決"、"完了"、または "終了"になると、新しいファ
イル リビジョンは、それぞれ、その処理アイテムの新しいリビジョン（正しいステータスを持つ）に固定されます。
注: 無効になった要件（CaliberRM から StarTeam に発行された読み取り専用の要件など）を処理アイテムとして選択した
場合は、"完了" マークを付けることはできません。
複数回の追加およびチェックイン操作によって、1 つのファイルが 1 つの処理アイテムにリンクされる場合は、新しいリンク
は作成されず、既存のリンクが更新されます。 したがって、同じファイルのリビジョンが、いくつ同じ処理アイテムのリビジョ
ンに固定されても、その処理アイテムに固定されているファイルの最新リビジョンが、リンク プロパティ内で指定されている
唯一のリビジョンになります。 どのファイル リビジョンが処理アイテムに関連付けられているかを確認するには、そのアイテ
ムへのリンクを確認します。

拡張された処理アイテムと処理リンク
StarTeam では、拡張された処理アイテムと処理リンクの使用ができるようになりました。 拡張モデルでは、処理アイテム
（任意の変更を行う理由として指定されたアイテム）と、それに関連する変更を特定のビューで実行する操作を表すタスクが
区別されます。 変更は、処理タスクを介して、間接的に処理アイテムにリンクされます。
たとえば、次の図を参照してください。
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このモデルでは、処理アイテムは、関連する処理タスクそれぞれにリンクされます。各タスクは、1 つのファイルの追加また
はチェックイン操作に関する変更を記述する複数の処理リンクを保持しています。
拡張モデルでは、追加またはチェックイン操作中に作成された新しいファイル リビジョンごとに、新しい処理リンクが 1 つ作
成されます。 リンクの一方の端は、処理タスクのチップ リビジョンに固定されます。他方の端は、新しいファイル リビジョン
に固定されます。 拡張モデルでは、StarTeam は既存の処理リンクを置き換えるのではなく、常に新しい処理リンクを作成
します。
拡張モデルの利点の 1 つは、StarTeam が、その処理アイテムに関連するすべてのファイル リビジョンを追跡することで
す。これには、同じファイルが更新される度に 1 つのリンクを更新し続けるのではなく、別々のリンクが使用されます。 もう
1 つの利点は、複数のビューで複数のファイルに対する変更を追跡するのに、1 つの処理アイテムを使用できることです。
これは、同じファイルの異なる共有が変更されたときにも、可能です。 標準モデルでは、処理アイテムとあるビューのファイ
ル間のリンクが、その処理アイテムと他のビューの同じファイルの共有間のリンクを無効にするという、副作用が発生する
可能性があります。
注: 処理リンクとして解釈されるためには、リンクの両端が固定されていなければなりません。 さらに、リンクの一方の端
は、ファイルまたはフォルダを参照していなければなりません。
拡張処理リンクをプロジェクト レベルで使用するには、プロジェクトのプロパティ の 処理ルール ページで、拡張処理リンク
を有効にする をオンにします。
サーバー管理者は、特定のサーバー上に作成されるすべてのプロジェクトに対して、拡張処理リンクの使用を有効または
無効にすることもできます。 サーバーを構成する際に、サーバー管理者は、次のオプションのいずれか、または両方を指
定できます。

♦ すべてのプロジェクトに対して拡張処理リンクを有効または無効にする
♦ 新規のプロジェクトに対して拡張処理リンクを有効または無効にする
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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）も利用でき
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。

♦ 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。

♦ 外部リンクは [リンク] ペインに表示されます。[リンク] ペインには、内部リンクと外部リンクの違いを表示するために

変更が加えられています。 たとえば、新しい外部リンク アイコンがあり、外部リンクと標準リンクを区別できます。 外
部リンクの表示と非表示を切り替えるチェック ボックスもあります。

♦ [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 ペインにそのアイテムを一意に区別する
URL で表示されます。

♦ 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、StarTeam 2009 Server に存在するアイテムからだけです。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。外部アイテムからすべての情報（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、アイテムのフォルダ パスの内容、アイテムが実際
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。

リンク レポート
StarTeam を利用すると、処理アイテムに関連付けられたリンクのレポートを印刷できます。 処理アイテムに関連付けられ
たすべてのリンクを印刷するか、または拡張リンクのみに限定するかを選択できます。 レポート機能は、各処理アイテム タ
イプの レポート メニューから利用できます。
関連概念
処理アイテムの概要
処理ルール
関連手順
内部または外部からアイテムをリンクする
リンクされた変更要求を確認する
アクティブ処理アイテムを設定する
アクティブ処理アイテムにリンクされたファイルを検索する
プロジェクトの処理ルールを確立する
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処理ルール
一定の処理ルールを指定することによって、処理アイテムの使用を強制することを各プロジェクトで選択できます。 処理ル
ールが強制されると、プロジェクト内でのファイルの追加やチェックイン操作に対して、特定の処理アイテム（変更要求、要
件またはタスク）を指定するように要求されます。

処理ルールの評価
特定のプロジェクトに対して処理ルールが有効になっているかどうか、およびルールの内容については、プロジェクト プロ
パティを確認して判断できます。 これを行うのに必要なアクセス権がない場合は、プロジェクトにどの処理アイテムが適用
されるか、また、それにはどのような制限があるかについて、管理者にお問い合わせください。
処理ルールを設定するには、プロジェクト プロパティを変更するために必要なアクセス権を持っていなければなりません。
規則として、チーム リーダーと管理者のみがその権利を持っています。 処理アイテムを使用するには、プロジェクト ユーザ
ーに以下の操作を行うためのアクセス権が必要です。

♦ プロジェクト ビュー内で処理アイテムとして使われる種類のアイテムを参照し変更する
♦ ファイルと処理アイテムのリンクを作成し変更する
♦ タスクを参照および作成し、拡張モデルを使用している場合はタスクにリンクを設定する

処理ルールの利点
処理ルールの体系を確立することにより、次のことが可能になります。

♦ プロジェクトにファイルを追加またはチェックインするたびに、その処理アイテムの使用を要求する
♦ プロジェクトでは、特定のステータスを持った一定のタイプのアイテムだけを処理アイテムとして使用できることを明文
化する

処理ルールが強制されなければ、ファイルの追加とチェックイン時における処理アイテムへのリンクと固定は任意であり、
ステータスに関係なくどのような変更要求、要件、またはタスクでも処理アイテムとして選択できます。
注: 便利なように、ユーザーはファイルを追加またはチェックインする前に、変更要求、要件またはタスクをアクティブ処理
アイテムとして選択でき、チェックイン時にその処理アイテムが自動的にリンクされます。
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関連概念
変更要求
要件
タスク
関連手順
変更要求で作業する
内部または外部からアイテムをリンクする
リンクされた変更要求を確認する
アクティブ処理アイテムを設定する
アクティブ処理アイテムにリンクされたファイルを検索する
プロジェクトの処理ルールを確立する
ファイルの変更をベースラインにプロモートする
処理ルールを表示する
アクセス権をプロジェクトに割り当てる
関連参照
アクセス権と特権
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拡張処理リンクと処理タスク
プロジェクトで 拡張処理リンク を使用すると、与えられたビューでの各ファイルの追加やチェックイン操作に対するリンク
は、処理アイテムに直接関連付けられるのではなく、 処理タスク に関連付けられます。 ほとんどの場合、処理タスクと処
理アイテムは別物です。 処理タスクは、StarTeam により自動的に作成されます。
拡張モデルでは、新規の処理リンクは、常に、ターゲット ビューで実行中ステータスを持つ処理タスクに追加されます。 与
えられたファイルの追加やチェックイン操作に対応する実行中の処理タスクが存在しない場合は、StarTeam が、その操作
に対応する最初の処理リンクを追加する前に、処理タスクを作成します。 実行中の処理タスクそのものを、アクティブ処理
アイテムとして選択することもできます。
注: 処理タスクは、ビュー比較/マージの処理では使用されません。 代わりに、VCM セッションでのすべての変更は変更パ
ッケージ オブジェクト内に保持され、このオブジェクトをそのセッション内でコミットしたり、もしくはレビューしてあとでコミ
ットするために保存することができます。

拡張処理リンクと処理タスクの利点
拡張処理リンクを使用することによって、StarTeam は、処理アイテムそのものを使用するのではなく、処理タスクを作成し
て処理の変更（バグ修正、タスクの完了など）を追跡します。
拡張リンク モデルでも、StarTeam アイテムは、処理アイテムと追加またはチェックイン操作を表します。 また、処理リンク
は、変更されたファイルやフォルダを識別します。 ただし、処理アイテムと変更は、別々のアイテムによって表現されます。
また、次のような特徴があります。

♦ 処理アイテムは、変更要求、タスク、または要件です。
♦ 処理アイテムは、いかなるビューにも存在させることができます。 必ずしも、変更が行われているのと同じビューに存
在しなければならないわけではありません。

♦ 処理タスクはビューに固有のものです。 これは、変更が行われたビューのルート フォルダに常に作成されます。
♦ 指定された処理アイテムの処理タスクは、常に自動的に、できる限り透過的に作成されます。 たとえば、処理アイテ
ムとして変更要求を選択した場合、StarTeam は、必要に応じて関連するタスクを作成し、処理リンクを、変更要求で
はなくそのタスクに自動的に関連付けます。

このモデルによって、処理アイテムがどこで参照されていても、その処理アイテムがプロジェクト内のさまざまなビューでど
のように使われたかを簡単に把握できるようになります。 また、別のビューの処理アイテムをサポートしやすくなります。
注: 拡張リンク モデルを使用するプロジェクトでは、リンク タブ ペインに、すべてのリンクを表示するか、拡張処理リンクの
みを表示するかを選択するオプションがあります。 さらに、リンク ペインには、現在の アイテム選択 が表示され、子リ
ンクに移動できます。

ファイル チェックイン時の処理タスクの動作
標準リンク モデルでは、1 つの処理アイテムを使用して 3 つのファイルをチェックインした場合、その処理アイテムは、その
ファイルのチップ リビジョンにリンクおよび固定されます。 拡張リンク モデルを利用すると、チェックイン操作とファイル追加
操作に対して処理タスクを使用すると、アクティブな処理アイテムが 1 つの処理タスクに直接リンクされます。 その処理タ
スクは、そのファイルのリビジョンにリンクおよび固定されます。 処理タスクは、処理アイテムとファイル群の間の、中継アイ
テムの役割をします。 1 つの処理アイテムは、1 つのビューにのみ関連します。 別のビューにおいて処理アイテムを再利
用すると、StarTeam は、そのビューにおいて新しい処理タスクを作成します。 同じ処理タスクを利用して、1 つの処理アイ
テムを繰り返し使用すると、StarTeam は、それぞれの操作に対応する新しいリンクを作成します。
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処理タスクとその他のタスクの区別
StarTeam クライアントで拡張処理アイテムを選択すると、それに対応する操作が実行されたビューに関係なく、この処理ア
イテムに関連するすべての処理タスクの一覧が リンク ペインに表示されます。 また、関連するビューの名前も、ケースご
とに表示されます。
StarTeam では、タスク タイプごとに異なるアイコンを表示することによって、リンクペインの処理タスクと標準タスクと区別し
ています。
[タスク タイプ] アイコン 説明

標準タスク

特定のタスクのために、ユーザーによって明示的に作成される。

処理タスク

与えられたビューでの一連の変更を追跡するために、StarTeam によって自動的に作成される。

処理タスクと標準タスクは、 詳細 ペインで、そのタスクの 使用方法 プロパティの値を見ることによっても区別できます。
注: 使用方法 プロパティを 詳細 ペインに表示するには、フィルタ フィールドの表示 ダイアログで、表示する フィールド の
1 つとして、このプロパティを選択する必要があります。
さまざまなタスク タイプで使われる 使用方法 プロパティの値を、以下に示します。

♦ ファイルと追加やチェックイン時に作成された処理タスクの場合、使用方法 プロパティの値は チェックイン になりま
す。

♦ 処理タスクでないタスクの場合、使用方法 プロパティの値は、その他 になります。
ヒント: タスクの 使用方法 プロパティを使用して、標準タスクから処理タスクをフィルタリングすることもできます。

関連概念
変更要求
関連手順
アクティブ処理アイテムを設定する
内部または外部からアイテムをリンクする
リンクされた変更要求を確認する
アクティブ処理アイテムを設定する
アクティブ処理アイテムにリンクされたファイルを検索する
プロジェクトの処理ルールを確立する
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アクティブ処理アイテム
StarTeam クライアントでは、次回のチェックイン操作で使用するために、処理アイテムをアクティブな処理アイテムとして事
前に選択できます。 このタイプの処理アイテムを、アクティブ処理アイテム と呼びます。 ファイルを追加またはチェックイン
する前に、変更要求またはタスクを、アクティブ処理アイテムとして選択できます。 アクティブ処理アイテムの事前選択は、
指定した処理アイテムを使用して後からファイルの追加またはチェックインを行うことが判っている場合に、時間を節約でき
る便利な方法です。 上部ペインで処理アイテムが選択されている場合、それをアクティブ処理アイテムにすることは単純な
操作です。 アクティブ処理アイテムは、ファイルの追加またはチェックイン時にはデフォルトで選択されます。ただし、それを
変更して、他の適切なアイテムを選択することもできます。
アクティブ処理アイテムは、そのステータスが不適切となるか、別の処理アイテムが選択されるまで使用されます。 各チェ
ックイン操作の前または途中で、正しいアクティブ処理アイテムを選択していることを確認してください。
ステータス バー には、アクティブ処理アイテムの名前が表示されます。 現在のビューではなく、別のビューとプロジェクトの
アクティブ処理アイテムを使用している場合、ステータスバーに表示されているアクティブ処理アイテムにマウス ポインタを
合わせると、ツール ヒントにプロジェクトとビューおよび処理アイテムの説明が表示されます。 ステータスバー では、アクテ
ィブ処理アイテムの名前がプロジェクトとビューの名前の先頭に追加されます。 処理アイテムの詳細については、ステータ
スバーのアイテムをダブルクリックして [プロパティ] ダイアログ ボックスを開きます。
注: 各ビューでアクティブ処理アイテムとして 1 つのアイテムのみ指定できます。 2 つ目のアクティブ処理アイテムを選択
すると、最初に選択したアイテムは選択が解除されます。
ヒント: 処理アイテムでの作業が終了したら、その処理アイテムを誤って再利用しないようにメニューの アクティブ処理アイ
テムのクリア を選択する必要があります。 これにより、ステータスバーの情報が削除され、処理アイテムが ファイ
ルの追加 または チェックイン ダイアログ ボックスに表示されなくなります。

関連概念
変更要求
要件
タスク
関連手順
変更要求で作業する
内部または外部からアイテムをリンクする
リンクされた変更要求を確認する
アクティブ処理アイテムを設定する
アクティブ処理アイテムにリンクされたファイルを検索する
プロジェクトの処理ルールを確立する
ファイルの変更をベースラインにプロモートする
処理ルールを表示する
アクセス権をプロジェクトに割り当てる
関連参照
アクセス権と特権
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ファイル、フォルダ、ビューの比較とマージ
ここでは、ファイル、フォルダ、ビューの比較とマージに関連する概念について説明します。
このセクションの内容
ファイル比較/マージの概要
ファイル比較/マージの概要について説明します。
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
ビューの比較とマージの概要について説明します。
変更パッケージの概要
変更パッケージ機能について説明します。
変更パッケージの利点
変更パッケージの利点について説明します。
ビュー比較/マージ セッション パースペクティブ
ビュー比較/マージ セッションにおける 3 つのパースペクティブの概要を提供します。
ビュー マージ タイプのシナリオ
ここでは、ビュー間の変更管理に VCM を使用する、典型的なライフサイクル全体のシナリオを紹介します。
VCM マージのタイプ、ルール、およびシナリオ
ユーザーが実行できるマージのタイプと、それに適用されるルールの概要について説明します。
StarTeam VCM ユーザーに必要なアクセス権
VCM ユーザーがプロジェクト、ビュー、フォルダ、ファイルなどの StarTeam アイテムにアクセスするのに必要なア
クセス権について説明します。
VCM セッションの成功のヒント
ビュー比較/マージ セッションの成功のヒントについて説明します。
ビュー比較/マージのアクションの決定
ビュー比較/マージ セッションのアクションの決定に関しての参照情報を提供します。
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ファイル比較/マージの概要
ファイル比較/マージは、StarTeam と一緒に提供されるグラフィカルなファイルおよびフォルダの比較/マージ ツールで
す。 これを利用すると、2 つのファイルやフォルダの内容を比較し、手動または自動でその内容をマージできます。 差分
は、設定可能な色分け体系を使ってファイル比較/マージ ペインに強調表示されます。強調表示された領域には、マージ
処理を簡単にするためのアクション ボタンが表示されます。
ファイル比較/マージには 3 つのバージョンがあります。ファイル比較/マージの起動の仕方によって、利用できる機能が異
なります。 ファイル比較/マージ ペインのテキスト ファイルを編集する機能は、使用中のファイル比較/マージのバージョン
と、比較およびマージ中のファイルの種類によって異なります。 以下に、ファイル比較/マージの各バージョンにおける編集
機能について説明します。
メイン ファイル比較/マージ

ローカル ファイル、マージされたベース ファイル、およびリポジトリ リビジョンのコ
ピーを編集できます。
内蔵ファイル比較/マージ
編集はできません。
スタンドアロンのファイル比較/マージ 比較およびマージ中のすべてのファイルを編集できます。
注: StarTeam リポジトリ内の実際のファイルの履歴リビジョンを編集することはできません。

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

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

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

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

♦ リポジトリ リビジョンの一時的なローカル コピーを編集したり、別名で保存することができます。
メイン ファイル比較/マージでは、マージ結果を表示するために第 3 のペインを表示するオプションがあります。 第 3 のペ
インでその内容を編集したり、マージ結果を保存できます。
StarTeam クライアントで選択したファイルに対して、コンテキスト メニューを使用するか、マージ状況が生じるような、古い
バージョンのファイルをチェックインすることによって、ファイル比較/マージを起動することもできます。 ビュー比較/マージ
ツールから直接ファイル比較/マージにアクセスすることもできます。 詳細については、下記のリンクの「ローカル ファイル
をリポジトリ ファイルと比較する」を参照してください。

組み込みファイル比較/マージ
組み込みファイル比較/マージを使用すると、2 つのファイルのテキスト、または同じファイルの別のバージョンのテキストを
簡単に比較できます。また、変更パッケージのようなファイル以外のアイテムのプロパティも比較できます。 2 つのテキス
ト ファイルを比較する場合、選択されている 2 つのファイルを動的に比較したり、選択されているリポジトリ ファイルとロー
カルの作業コピーを比較します。 両方のファイルの内容は、StarTeam ウィンドウ下部の 2 つの組み込みペインに表示され
ます。 これらの組み込みペインでは、2 つのテキスト ファイルの内容の比較だけができます。編集やマージはできません。
2 つのファイル以外のアイテムのプロパティを比較する場合、選択されているアイテムそれぞれのプロパティ値だけが組み
込みペインに表示されます。
組み込みファイル比較/マージがアクティブになっているときは、次の手順のいずれかを実行するとすぐに、ファイルまたは
プロパティが比較されます。
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♦ 上部ペインまたは 履歴 ペインで、ファイルまたは他のアイテムを 1 つ選択します。 そのアイテムのローカルの作業
コピーと、StarTeam で選択したアイテム リビジョンが比較されます。

♦ 履歴 ペインでアイテムを 2 つ選択します。 StarTeam の 2 つの履歴リビジョンが比較されます。
♦ リンク ペインでリンクされたアイテムを 1 つ選択します。 選択されているアイテム リビジョンとその直前のリビジョン
が比較されます。

スタンドアロン ファイル比較/マージ
スタンドアロンのファイル比較/マージは、Windows の スタート メニューから StarTeam の外部で起動します。 このファイル
比較/マージは、ファイル、フォルダ、イメージを比較したり、2 つのテキスト ファイル同士、またはフォルダ同士の内容をマ
ージします。 メイン ファイル比較/マージとは異なり、スタンドアロン バージョンでは、ローカル ファイルと StarTeam リポジ
トリ内のファイルの比較は行いません。 スタンドアロン バージョンは、ローカル コンピュータやネットワーク上の 2 つ以上の
ファイル、フォルダ、イメージを比較したりマージします。 ファイル比較/マージ ペインでテキスト ファイルの内容を直接編集
することもできます。ペイン間でテキスト行やテキスト ブロックを移動することもできます。 フォルダの比較やマージ中に、ペ
イン間でフォルダを移動することもできます。
詳細については、下記のリンクの「2 つのローカル ファイルを比較する」を参照してください。
関連概念
ファイル比較/マージ（FCM）の UI
関連手順
ファイルを比較およびマージする
ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する
旧リビジョンのファイル内容を比較する
2 つのローカル ファイルを比較する
ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する
ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する
フォルダを比較する
画像を比較する
ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする
2 つのローカル ファイルをマージする
フォルダをマージする
ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
比較レポートとマージ レポートをカスタマイズする
ファイル比較/マージ オプションを設定する
関連参照
ファイル比較/マージのオプション
ファイル比較/マージのキーボード ショートカット
ファイル比較/マージのアクション
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ビュー比較/マージ（VCM）の概要
開発プロジェクトにおける主要なマイルストーンでは、ほとんどのビューが、他のビュー（複数の場合もある）に反映させる必
要がある変更を含んでいます。 アクティビティ ビューやサンドボックス ビューで、作業が完了したり、適切なリリース ポイン
トに到達したら、それを "上方向" にマージして、親ビューに反映する必要があります。 メイン ビューでバグが修正された
場合は、それを "下方向" にマージして、1 つ以上のリリース ビューに反映する必要があります。 時には、修正を "水平方
向" にマージして、あるリリース ビューから兄弟関係にあるリリース ビューへ反映する必要があります。
StarTeam には、個々の変更セットを、あるビューから別のビューに反映させるために、ビュー比較/マージ（VCM）と呼ばれ
る包括的なビュー間の変更管理ツールがあります。
VCM は、次の 2 つのアプリケーション インターフェイスから利用できます。

♦ Cross-Platform Client （CPC）には、その他の CPC 機能と統合されたグラフィカル インターフェイスが用意されてい

ます。 グラフィカルな VCM ツールは、アイテム単位やフォルダ単位での対話的な比較/マージ機能を提供します。
これを利用すると、どのアイテムを比較するか、また各差分をどのように解決するかを注意深く制御できます。 たとえ
ば、通常のビュー ウィンドウで 1 つのアイテム、フォルダ、またはアイテム グループを選択して、選択した項目をソー
ス スコープとして VCM セッションを開始できます。

♦ VCMUtility は、VCM セッションの開始、再開、およびコミットをシェル スクリプトから操作できるようにするコマンドラ
イン ツールです。 たとえば、1 つのスクリプト内で、VCM セッションを作成して、提案された変更のテスト ビルドを実
行したり、その他の検証タスクを実行して、すべてのテストが成功したらセッションをコミットするという一連の作業を実
行できます。

1 つのビューの中でファイルの変更を追跡する、処理アイテムを使用する場合に比べると、VCM は複数のビューにまたが
って（あるビューから他のビューに対して）変更を反映したり追跡するのに適したメカニズムです。 VCM は通常、処理アイテ
ムで追跡するように、あるビューの変更を他のビューに反映するのに使用します。

VCM セッションについて
VCM では、"セッション" という概念を使用します。セッションとは、開始、確認、調整、検証、およびコミットが行える特定の
ビュー比較/マージ操作のことです。 VCM セッションを保存すると、変更パッケージ オブジェクトが作成されます。このオブ
ジェクトには、そのセッション間に行われた、すべての変更およびその変更に関する情報が含まれています。 ロック操作を
除いて、変更セッションに対する変更パッケージがコミットされるまでは、StarTeam リポジトリ内のどのデータも変更されま
せん。 コミットされた時点で、すべての変更が一度にターゲット ビューに適用されます。
変更パッケージをコミットする前に、セッションを保存したり復元することもできます（別のマシン上で実行してもよい）。 これ
を利用すると、あるユーザーが変更パッケージを作成して、それを同僚に転送し、レビューをしてもらったり、コミットする前
に変更パッケージを検証してもらうことができます。
Cross-Platform Client のインターフェイスを利用すると、ユーザーは、VCM のプロセス全体を対話的に行うことができま
す。 VCMUtility を利用すると、VCM セッションの一部または全部を自動化できます。 これは、特定の種類のセッションを
繰り返し実行する場合に役立ちます。 VCM セッションは、この 2 つのインターフェイス間で相互運用できます。 たとえば、
VCMUtility を使用して、変更 VCM セッションを作成して保存した後に、Cross-Platform Client を使用して、そのセッション
を復元し、確認してコミットすることができます。 また、"再生" と呼ばれる処理を使って、コミットされた変更パッケージ内の
変更と同じものを、別のビューに適用することもできます。

VCM セッション ビュー
どの VCM 変更セッションにもソース ビューとターゲット ビューという 2 つの StarTeam ビューがあります。

♦ ソース ビューには、反映する予定の変更が含まれています。 ソース ビューの最新の構成や、ビュー ラベル、プロモ

ーション状態、またはタイムスタンプによって定義されたスナップショットを使用できます。 反映する必要があると "見
なされる" アイテム（これらを総称してソース スコープと呼ぶ）を識別するには、いくつかの方法があります。 希望す
れば、ビュー全体をソース スコープとして使用することもできますが、通常は、特定の変更を表すアイテムを反映しま
す。

♦ ターゲット ビューは、反映される変更を受け取ります。したがって、ターゲット ビューは更新可能でなければなりませ
ん。 変更を "受け取る" とは、単にソース アイテムをターゲット ビューにそのままコピーすることではありません。
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VCM は、ソース ビューとターゲット ビューを比較して、アイテムの差分を反映するかどうかと、差分を反映する方法
を決定します。 特定の変更を反映する際には、共有、再固定、マージなどさまざまな形態を取ることができます。 コ
ミットする前に、VCM の提案を確認したり調整できます。
注: ソース ビューとターゲット ビューは同じプロジェクトに所属している必要があります。

VCM のマージ タイプ
どの VCM マージ セッションも特定のマージ タイプを持っています。マージ タイプは、VCM セッションの方向とセマンティク
スを制御します。

♦ 再ベース： 再ベース セッションは、親ビュー（ソース）の変更を直下の子ビュー（ターゲット）に反映します。 再ベース

セッションを最もよく使用するのは、子ビューが作成された後、または最後に再ベースが実行された後に親ビューで発
生した変更を、子ビューに反映して "キャッチアップ"する場合です。

♦ プロモート： プロモート セッションは、再ベースの逆です。 プロモートは、子ビューの変更をすぐ上の親ビューに反映

します。 プロモート セッションでは、共有ツリーの方向性を調整するための特殊なルールが採用されています。 つま
り、共有ツリーがプロジェクトのビューと同じ方向を指すように調整が行われます （セクション 5.3.2 のメイン ビューの
説明を参照）。

♦ 複製： 複製セッションは、ソース ビューの変更を、同じプロジェクト内のほかの任意の（更新可能な）ビューに反映し

ます。 再ベースやプロモートと比べると、複製は、同じプロジェクト内のどこにでも変更を反映することができる "万能
な" マージ タイプです。

♦ 比較のみ： 比較のみセッションは、ビュー間、または同じビューの 2 つの構成間の差分を表示するだけのセッション
です。 変更動作やマージ動作はできません。

マージ タイプ ルールの詳細については、「ビュー比較/マージのタイプとルール」を参照してください。

VCM を使用する理由
2 つのビューをマージしたいと考える理由には、さまざまなものがあります。 典型的な例は、ソフトウェア開発会社でコード
の開発を行う場合です。 1 つのソフトウェア製品の保守と新規開発を並行して行う必要がある場合に、それぞれのソース
コード ファイルを保存するために、通常は別々のビューが作成されます。 保守用のビューで、いくつかの不具合を修正した
場合は、そのビューの変更を新規開発用のビューにマージして、次の製品リリースではその不具合が修正されているよう
にする必要があります。
2 つビューが同じプロジェクト内にある場合は、それらを比較したりマージできます。 ただし、一般に、マージできるのは、関
連のある（つまり、共通の祖先を持つ）アイテムのみです。その祖先が、比較またはマージしようとするビューに含まれてい
なくてもかまいません。 例外として、ファイル名が一致する場合はマージできます。
VCM を利用すると、ビュー間の差分を解消するために以下の操作ができます。

♦ 親ビューからアクティビティ（子）ビューに、新しい変更をマージします（再ベース）。
♦ 子ビューから親ビューに、変更や完了したアクティビティをマージします（プロモート）。
♦ あるビューから別のビューに、修正や改善を複製します（複製）。
♦ あるビュー（ソース ビューと呼ぶ）のアイテムを、もう 1 つのビュー（ターゲット ビューと呼ぶ）のアイテムにマージしま
す。 変更は、ターゲット ビューへの更新として保存されます。

♦ 以前の構成のソース ビューを使用して、2 つのビューをマージします。
♦ ファイル内容やアイテム プロパティを比較したりマージします。
♦ VCM セッションを開始する前に、さまざまな選択方法を使用して、マージする対象を制御します。 たとえば、個々の

アイテムを選択したり、フォルダとその内容を選択したり（再帰的に選択することも可能）、処理アイテムとそれにリン
クされたファイルを選択することができます。
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VCM は、常に、3 方向マージ用の共通祖先として、最後に記録されたマージのソース ファイル（つまり、マージ元ファイル）
を使用します。 マージ ポイントが記録されていない場合は、ビュー比較/マージは最新の共通祖先を使用します。 たとえ
ば、ソース ビュー内のアイテムのドット記法が 1.9 で、ターゲット ビュー内のアイテムが 1.7.1.4 の場合、最新の共通祖
先は 1.7 になります。
注: さまざまなマージ タイプの詳細については、下のリンクの「ビュー比較/マージのタイプとルール」を参照してください。

VCM のプロセス
ビュー比較/マージは、すべてのクライアント プラットフォームにおいて一貫したビュー比較/マージ機能を提供します。 これ
はリファクタリングと方向性をサポートします。 ビュー比較/マージは、分散したチーム用に最適化されています。また、マー
ジ作業全般に対応しており、実際の作業を容易にします。 VCM を利用すると、確認フェーズとコミット フェーズを時間的に
分けて実行することもできます。
すべての VCM セッションは、同じ基本プロセスに従います。このプロセスは、定義、比較、確認、保存と復元、およびコミッ
トの各フェーズに分けられます。

定義フェーズ
比較フェーズのために、VCM パラメータを指定します。 セッションは、マージ タイプ、ソース ビュー（およびスナップショッ
ト）、ターゲット ビュー、ソース スコープ、その他のオプションによって定義されます。

♦ Cross-Platform Client では、VCM セッションは [ビュー比較/マージ] メニューから起動します。このメニューは、いく

つかの場所から利用できます。このメニューを選択すると、ビュー比較/マージ ウィザード が起動します。 このウィザ
ードを起動したコンテキストは、セッションの定義に影響を与えます。

♦ VCMUtility では、セッションは、コマンドライン引数とオプション ファイルのいずれか一方、またはその両方で定義し
ます。

♦ Cross-Platform Client でも VCMUtility でも、ソース スコープ アイテムを定義するにはさまざまな方法があります。

ソース スコープは、1 つ以上の処理アイテムにリンクされたファイル リビジョン（または、処理アイテムそのものでもよ
い）、リビジョン ラベルに関連付けられたアイテム、選択されたフォルダ内に存在する特定のタイプのアイテム、明示
的に選択されたアイテム セット、ビュー全体に存在する選択されたタイプのアイテムのいずれでもかまいません。

定義フェーズでは、比較のためのプロセスを定義します。 このフェーズでは、以下のことができます。

♦ ビューのマージ タイプを指定する
♦ ソース ビュー、アイテム（複数可）、ターゲット ビュー、およびオプションを指定する
♦ 含めるアイテムのタイプを指定する

比較フェーズ
比較フェーズでは、比較が行われます。 比較は、ウィザードを完了した時点で、Cross-Platform Client でビュー比較/マー
ジが開かれる前に自動的に実行されます。
セッションが始まると、まず VCM は比較フェーズを実行します。

♦ "スコープ内の" ソース アイテムが、ターゲット ビュー内の対応するアイテムと比較されます。 VCM は、単純な変更
（両方または一方のビューの、新規アイテム、変更済みアイテム、または削除済みアイテム）と、より複雑な変更（移
動されたアイテム、名前変更されたアイテム、変更後に移動されたアイテムなど）の両方を検出します。

♦ ソース ビューとターゲット ビューの両方に存在するアイテムについては、VCM は、これらのアイテムのいずれか一
方、または両方が、最新のマージ以降に変更されたかどうかを判断します。

♦ 検出された差分ごとに、VCM は、アイテムの差分を定義します。アイテムの差分は、ソース アイテムとターゲット ア
イテム（いずれか一方の場合もある）と、デフォルトのアクションを一緒に定義したものです。 アクションは、そのアイ
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テムの差分に対して、セッションが実行する処理を定義したものです。 無視、移動、マージ、削除、リバース共有、移
動とマージなどのさまざまなアクションを実行できます。

確認フェーズ
比較フェーズが完了すると、セッションをコミットする前に、その結果を確認、調整、および検証できます。 確認フェーズで
は、比較結果を分析したり、必要な調整を行います。
VCM セッションの確認フェーズでは、以下のことができます。

♦ 現在の状態でセッションがコミットされた場合にターゲット ビューがどうなるかをプレビューする。 CPC では、プレビュ
ー結果は テスト パースペクティブ として提供されます。 VCMUtility には、プレビュー結果からファイルをチェックア
ウトできる CheckoutPreview オプションがあります。

♦ Cross-Platform Client でも VCMUtility でも差分レポートを作成できます。このレポートには、すべてのアイテム差分
と、それらに対応する現在のアクションがまとめられています。

♦ ユーザーの入力を要求して差分を解決したり、競合がある場合は、ファイルの内容やプロパティの値を手動でマージ

する。 処理を継続するためにユーザー入力が必要でない場合は、そのアクションは解決済みと見なされます。 ただ
し、マージ競合を伴う差分のように未解決のアクションの場合は、ユーザー入力が必要になります。 ユーザーの確認
なしに、セッションをコミットすることはできません。 ベスト プラクティスとしては、すべてのアクションを確認して、必要
であれば調整すべきです。

♦ 差分を解消するために適用可能な複数のアクションから選択する。 たとえば、マージ状態の（最新の比較以降に両

方のビューで変更された）アイテムの場合は、2 つをマージする代わりに、ソース アイテムと一致するようにターゲッ
ト アイテムを上書きするという選択ができます。

♦ 作業フォルダにファイルをチェックアウトして、ビルドを実行し、模擬マージに対してテストを実行する。
♦ セッションが保存されるかコミットされたときに作成される、変更パッケージのプロパティ（名前、説明など）を定義す
る。

保存と復元フェーズ
比較フェーズの後は、必要であればいつでも、VCM セッションを保存して、後から復元することができます。 デフォルトで
は、VCM セッションはターゲット ビューに変更パッケージとして保存され、セッションで識別されます。 VCM セッションを、ロ
ーカルな VCM セッション ファイルとして保存したり、自己完結型の VCM 交換ファイルとしてエクスポートすることもできま
す。 これら 3 つの方法で保存された VCM セッションはすべて、後から復元できます。 セッションを復元すると、それを保存
したときと同じ時点からセッションが "再開" されます。

♦ セッションを変更パッケージとして保存した場合は、その URL をクリップボードにコピーして、電子メールに貼り付けら
れます。こうすると、たとえば、他のユーザーがその URL を使って、その変更パッケージを開けます。

♦ VCM セッション ファイル（.vcms ファイル拡張子）として保存されたセッションは、同じコンピュータ上にそのセッション

を復元する場合にのみ使用できるショートカットです。 これは、セッションを再開するために必要な一時ファイルが、そ
のワークステーション上に保存されるからです。

♦ VCM 交換ファイル（.vcmx ファイル拡張子）としてエクスポートされたセッションは、自己完結型の "変更パッケージ"

ファイルです。このファイルは、別のコンピュータにコピーしたり、電子メールで送信したり、StarTeam にチェックインし
たり、添付として変更要求に追加したりできます。 その後、他のユーザーが、そのセッションを復元、確認、およびコミ
ットできます。

StarTeam 2009 リリースからは、変更パッケージを、VCM セッションを保存したり復元する方法として推奨します。

コミット フェーズ
コミット フェーズでは、ビュー比較/マージは、比較フェーズと確認フェーズでの決定に基づいて、変更をターゲット ビューに
適用し、その変更を変更パッケージとして StarTeam リポジトリに保存します。
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セッション オプションに基づいて、ターゲット ビューでの変更点を記録したさまざまなラベルが自動的に作成されます。 ビュ
ー ラベルは、更新が適用された前後のターゲット ビューのスナップショットを提供するために作成されます。 リビジョン ラ
ベルは、更新が適用された前後に VCM セッションによって影響を受けたターゲット ビューのアイテムに添付するために作
成されます。
VCM は、コミット後の更新レポートを作成することもできます。このレポートには、変更セッションよって変更された点が正確
に列挙されます。

自動マージ
ビュー比較/マージ ウィザード では、ファイルの自動マージ というオプションを利用できます。 ウィザードでこのオプション
を選択すると、ビュー比較/マージがビュー比較/マージ セッション開始時に、競合のない差分を自動的にマージします。
自動マージは、3 者間マージを実行します。 自動マージにより、マージされたファイルには次の行が表示されます。

♦ 3 つのファイルすべてに含まれている行。
♦ 祖先およびルートのどちらにも含まれていないが子には含まれている行。
♦ 祖先および子のどちらにも含まれていないがルートには含まれている行。
つまり、子と祖先の両方に含まれているがルートには含まれていない行は無視されます。 また、ルートと祖先の両方に含
まれているが子には含まれていない行も無視されます。 前者の場合は、ルート ビューでリビジョンから削除されている行を
指し、後者の場合は、子ビューでリビジョンから削除されている行を指します。
ソースおよびターゲット ファイルが異なっている場合でも、マージされたファイルがターゲット ファイルと同じになることがあ
ります。
たとえば、以下のように入力します。
祖先ファイル foo.txt と、ターゲット（ルート ビュー） foo.txt およびソース（子ビュー） foo.txt を比較するとします。祖先
リビジョンがルート（ターゲット）リビジョンに移動されたが子（ソース）リビジョンからは削除されていない場合に、比較では 2
行が削除されていると示されます。 したがって、これらの 2 行は祖先と子の両方に含まれているがルート リビジョンには含
まれていません。 この場合、対象の 2 行はルート ビュー リビジョンから削除されます。 自動マージでは、削除された行の
復元は行われません。
削除された行を復元するには、手動マージを実行します。 そしてソース（子）とターゲット（ルート）を厳密に一致させるに
は、上書きを実行します。 自動マージを使用してファイルを解決する場合でも、上書きを選択して再度手動でマージを実行
できます。

最もよく使われるビュー
以下は、ビューの比較とマージで最もよく使われるビューです。
メイン ビュー（Main View） メイン ビューは、新規開発が最終的に到達するビューです。
アクティビティ ビュー
アクティビティ ビューは、新機能の開発などの一連の関連作業のために使われる子ビューで
す。 一般に、このビューはアクティビティが完了したら終わります。
リリース ビュー
リリース ビューは、特定のバージョンのアプリケーションやモジュールを保守するために使わ
れる子ビューです。 一般に、このビューは、該当するリリースやモジュールがサポートされな
くなったら終わります。

最も一般的なマージ タスク
以下は、ビューのマージに関連する最も一般的なタスクです。

♦ アクティビティ ビューに、親ビューからの新しい変更をマージします(再ベース）。
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♦ 完了したアクティビティを親ビューに反映します（プロモート）。
♦ 修正や強化を 1 つ以上の開発ビューに複製します（複製）。
関連概念
ビュー比較/マージ セッション パースペクティブ
VCM マージのタイプ、ルール、およびシナリオ
ビュー比較/マージのアクション
ビュー マージ タイプのシナリオ
関連手順
ビューを比較およびマージする
子ビューから親ビューに変更をマージする（プロモート）
親ビューから子ビューに変更をマージする（再ベース）
任意の 2 つの関連ビューで変更をマージする（複製）
関連ファイルをマージするために処理アイテムを使用する
関連参照
VCM アクション判断のための条件
ビュー比較/マージの状態アイコン
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変更パッケージの概要
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。 今回、StarTeam 2009 では、包括的な
変更パッケージオブジェクトを追加し、1 回のコミットで行ったすべての変更を追跡できるようにしました。 この新機能の結
果として、変更を記録するために 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。

変更パッケージについて
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、最初にビュー比較/マージのセッションを開始しま
す。変更を定義、レビュー、テストする実行領域として機能します。
VCM セッションは、セッションが保存またはコミットされるときに、ターゲットでは変更パッケージとして表示されます。 VCM
セッションがコミットされると、その変更は自動的にターゲット ビューにも適用され、変更パッケージ オブジェクトは変更を記
録します。 その後は、変更パッケージを再生して、他のビューに同じ変更を適用することができます。
変更パッケージは、論理的に関連のあるソフトウェア成果物の変更のセットを表します。 変更パッケージには通常、バグの
修正や拡張機能の実装のために必要な変更が含まれますが、1 つの論理的な変更としてユーザーが定義する更新のセッ
トであればどのようなセットでも含めることができます。 一般的な変更パッケージには、最も新しいファイル リビジョンを含
めますが、変更要求を「解決」としてマークしたり、タスクを「完了」に更新するといった、ファイルではない、関連する変更を
含めることもできます。 変更パッケージには、StarTeam がサポートするどのようなタイプのアイテムがいくつあっても、それ
らのアイテムに対する更新を含めることができます。
変更パッケージには、名前、その変更パッケージを作成したユーザー、目的（説明）、変更パッケージを最後に変更したユ
ーザー、日時など、メタデータを表すプロパティも含まれます。 変更パッケージがコミットされると、その変更が適用されたト
ランザクション ID と共に保存されます。 トランザクション ID により、監査レコードとその変更パッケージに関連付けられた
コマンド トレースを特定することができます。
選択したアイテムに対する変更を表示するとき、Cross-Platform Client は従来の処理リンクと拡張処理リンクの両方を表
示し、また、関連する変更パッケージへのリンクも表示します。 変更パッケージへのリンクは、処理タスクへのリンクよりも
細かくなっています。 たとえば、リンクはファイルやフォルダ以外の更新アイテムに対して作成され、また、現在の処理リン
クではカバーしていない削除などの更新に対してもリンクが作成されます。 変更パッケージによって定義された変更は、ア
トミック トランザクションとして適用されます。すなわち、すべての変更が適用されるか、でなければ、全く適用されないとい
うことです。
変更パッケージは存続するので、変更パッケージとその詳細を参照することができます。 ビューに適用されたすべての変
更パッケージを時系列で表示することができ、指定された変更パッケージについては、アイテム、および非アイテム（メタデ
ータ）の変更の詳細の両方を見ることができます。 また、アイテムの変更履歴を問い合わせ、そのような変更パッケージに
あるのであれば、どの変更パッケージが更新のソースだったかを判断できます。
注: 変更パッケージに対して手動リンクを作成することはできません。

変更パッケージ オブジェクト
変更パッケージとは、リポジトリのデータベースに保存される、StarTeam の非常に優れたオブジェクトです。 変更パッケー
ジ オブジェクトは、VCM セッションを保存するときに定義される情報を格納するのに使用されます。 この状態では、保存さ
れた VCM セッションは、ターゲット ビューが所有するセッションとして表示されます。 コミットされたときにも、VCM セッショ
ンはターゲット ビューに所属するものとして表示されますが、他の方法でも問い合わせおよび再利用できる、コミット済みの
変更パッケージとして表示されます。
VCM セッションはクライアントで作成でき、1 度も保存しなくてもコミットできます。そのため、その更新を適用するのと同じト
ランザクションで、変更パッケージ オブジェクトを作成できます。 これを行うと、VCM セッションが保存された変更パッケー
ジとして表示されることはありません。 これは、複数アイテムの VCM プロモートなどの、迅速な変更セッションにとって有用
です。
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♦ 変更パッケージを所有するのは、ターゲット ビューだけです。 ラベルやプロモーション状態などの、ビューが所有する
他のオブジェクトと同じです。

♦ 変更パッケージをコピー、移動、または他のビューと共有することはできません（ただし、以下で説明するように、再生
することは可能です）。

♦ 変更パッケージは共有できないので、そのチップ リビジョンは常にターゲット ビューの "現在の" 構成に表示され、固
定できません。 そのため、[変更時に分岐] または [構成日時] のような構成プロパティは持ちません。

♦ 変更パッケージは複数のフォルダには存在しません。 すべての変更パッケージ オブジェクトはビュー オブジェクトに
所属し、パス関連のプロパティは持ちません。

♦ 変更パッケージは、バージョン管理されたオブジェクトです。そのため、既存のオブジェクトが更新されるたびに、新し
いリビジョンが作成されます。 変更パッケージは、VCM セッションが保存またはコミットされるたびに、更新されま
す。 基本的に、コミット前の変更パッケージは、コミット済みの変更パッケージになります。 コミット済みの変更パッケ
ージは読み取り専用で、もう変更できません（リビジョン コメントを除く）。

♦ 変更パッケージは "時間旅行" に関して正確に動作します。 つまり、ターゲット ビュー構成の時間設定を戻すと、変
更パッケージは、時間をロールバックしたように過去の状態で出現します。

♦ 変更パッケージは、ビュー ラベルに添付できます。 これにより、たとえば、変更パッケージをビルド ラベルに添付し

て、それがあるビルドの一部として含まれることを示せます。 ラベルに添付すると、2 つのビュー ラベルを比較して、
変更パッケージに関する差分を確認できます。 変更パッケージには、その変更パッケージがコミットされる "次のビ
ルド" を設定する、[以下のビルドでコミット] プロパティがあります。 このプロパティは、自動的に変更され、作成され
た次のビルド ラベルを示します。 この機能を使用すると、変更パッケージが、その変更が含まれる最初のビルドを識
別できます。

♦ コミットする前なら、変更セッションを削除できます。 バージョン管理されているすべてのオブジェクトと同様、削除は

"ソフト" に行われます。つまり、変更パッケージがターゲット ビューのチップ リビジョンには表示されなくなるというこ
とです。 ターゲット ビューの時間をロール バックさせると、前に削除した変更パッケージが "再出現" し、読み取り専
用モードで開けます。 ただし、変更パッケージの "削除を取り消す" 方法はありません。 コミットした後の変更パッケ
ージは、直接削除できません。 コミット済みの変更パッケージが削除されるのは、ターゲット ビューが削除されるとき
だけです。 変更パッケージが削除されたために、もう必要とされないデータベース情報は、データベースの完全削除
プロセス中に削除されます。

♦ 変更パッケージは、クエリおよびフィルタを保持できます。 これにより、通常のソート、グループ化、およびフィルタリン
グの基準を用いて、Cross-Platform Client に変更パッケージを表示できます。

StarTeam Server の持続的なバージョン管理サービスに加えて、変更パッケージは、サーバーのロック サービスも使用し
ます。 つまり、変更パッケージは、排他的ロックまたは共有ロックによりロックできます。 編集用に開くと、保存された変更
パッケージに、排他的ロックが自動的に適用されます。 変更パッケージは、読み取り専用モードで開くこともできますが、こ
の場合は非排他的ロックは適用されません。 変更パッケージに "フラグ"（ブックマーク）は設定できません。 変更パッケー
ジ オブジェクトは、オプションやセッション状態を保存するのに、内部的に添付ファイルも使用します。
変更パッケージのセキュリティ
変更パッケージには、ラベルやプロモーション状態など他のビューレベル オブジェクトと同様のアクセス権があります。 変
更セッションのコミット中に特定の更新を行う機能は、ターゲット ビューの権限から得られます。 たとえば、ファイルの新しい
リビジョンをチェックインできるかどうかは、ターゲット ビューにおける権限によります。
管理者は、ユーザーやグループに対して、以下のビュー レベルの権利を許可、または禁止できます。

♦ 変更パッケージの作成： 任意のビューでこの権利を持たないユーザーは、（クライアント アプリケーションで）そのビュ
ーの変更セッションを開始できますが、それを外部ファイル形式で保存できるだけで、データベースへの永続的な保
存はできません。

♦ プロパティの変更： 任意のビューでこの権利を持たないユーザーは、たとえば、既に保存されている変更パッケージ
を再保存またはコミットすることで、そのビューの変更パッケージの新しいリビジョンを作成できません。

♦ ビューから削除： 任意のビューでこの権利を持たないユーザーは、そのビューに保存された変更パッケージを削除で
きません。

♦ 変更パッケージとそのプロパティを参照： 任意のビューでこの権利を持たないユーザーは、そのビューの変更パッケ
ージ オブジェクトにアクセスできません。
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♦ アクセス権の変更： この権利を持たないユーザーは、変更パッケージのアクセス権を変更できません。
♦ 履歴の参照： この権利を持たないユーザーは、変更パッケージの履歴リビジョンを参照できません。
♦ 排他的ロックの設定： この権利を持たないユーザーは、変更パッケージを取得して排他的ロックをかけられません。
つまり、保存された変更パッケージを編集できません。

♦ 排他的ロックの強制解除： この権利を持たないユーザーは、現在他のユーザーがかけている排他的ロックを強制解
除できません。

♦ ラベル関連の権利： これらの権利では、変更パッケージに添付するラベルの種類を変更する能力を制御します。 ビ
ュー ラベルの添付/調整、ビュー ラベルの添付解除、リビジョン ラベルの添付/調整、および リビジョン ラベルの添
付解除 があります。.

注: 変更パッケージのアクセス権は、他のセキュリティ ACL に関して、同じグループ、ユーザーまたはコンテナの解決階層
に対して強制されます。
変更パッケージの再生
コミット済み変更パッケージを選択し、これと同じ変更を他のビューに適用できます。 この機能を再生と呼びます。 再生の
ために選択した変更パッケージのことをソース変更パッケージ、最初に更新されたビュー（元のターゲット ビュー）をソース
ビューと呼びます。 更新再生の対象となる新しいビューは、再生ターゲット ビューと呼びます。 再生は、機能的には VCM
マージと同じです。ソース変更パッケージによって更新されたアイテムは、ソース スコープとして選択され、再生ターゲット
ビューにマージされます。
変更パッケージが他のビューに対して再生されると、新しいターゲット ビューに対して新しい変更パッケージが作成されま
す。 新しいセッションは、再生された変更の実行領域として働くので、新しいターゲットにコミットする前に、確認、調整など
を行えます。

♦ 再生ターゲット ビューがソース ビューの親の場合、再生は VCM プロモートとして実行されます。
♦ 再生ターゲット ビューがソース ビューの子の場合、再生は VCM 再ベースとして実行されます。
♦ 再生ターゲット ビューがソース ビューの直接の子または親でない場合、再生は VCM 複製として実行されます。

VCM セッション
VCM セッションは、サーバーに保存されたときに、変更パッケージになります。 Cross-Platform Client または VCMUtility
で開始されたとき、VCM セッションは "メモリ内の" セッションとして開始されるだけです。 VCM セッションがコミットされたと
きに、そのセッションの詳細を保存する変更パッケージが作成されます。
VCM セッション（結果的に変更パッケージ）は、更新可能なビュー タイプでのみ作成できます。このビュー タイプには、ルー
ト（メイン）ビュー、バリアント（分岐）ビュー、および、派生なし（ブランク）ビューが含まれます。 VCM セッションは、読み取り
専用の参照ビューでは作成できません。
比較フェーズ後に VCM セッションを開始すると、そのセッションには、ソース ビューのアイテムとターゲット ビューのアイテ
ムを比較した後に、VCM が提案する変更が取り込まれます。 そのセッションには、ソース スコープに基づくデフォルトの変
更パッケージ名と説明、および、セッションの開始に用いられたマージ タイプが与えられます。
VCM セッションの更新をコミットする前に、変更パッケージとして StarTeam リポジトリに保存できます。 変更パッケージ
は、ターゲット ビューが所有するオブジェクトの特殊タイプとして表示されます。 保存された変更パッケージは、何度でも開
いて、さらに編集したり保存できます。 変更がコミットされると、変更パッケージはコミット済みの変更パッケージとなり、編
集できなくなります。

変更パッケージは保存および復元可能
最初に作成されたとき、変更パッケージは Cross-Platform Client または VCMUtility の中の "アプリケーション セッション"
の 1 つにすぎません。 コミットされる前ならいつでも保存でき、その内容を StarTeam リポジトリに永続的に格納できま
す。 VCM セッションを保存しても、Closs-Platform Client でそれを "閉じる" ことにはなりません。 その VCM セッションで
219

作業を続けて、いつでも再保存できます。 保存するたびに、基盤となっている変更パッケージ オブジェクトの新しいリビジョ
ンが作成されます。 変更セッションを編集するためにかけられた排他的ロックも、そのセッションが保存されるときに、維持
されます。 VCM セッションが閉じられるのは、ユーザーが排他的ロックを解除したときだけです。

変更パッケージは開いて編集可能
保存された変更セッションは、適用先となるターゲット ビューに所有されるものとして表示されます。 Cross-Platform Client
には 変更パースペクティブ ビューがあり、保存された変更パッケージを参照して、それを開くことができます。 変更パッケ
ージは、そのセッションによって比較または更新されたアイテムに関する詳細情報を確認するために、開かれなければなり
ません。
デフォルトでは、保存された変更セッションが開かれると、サーバーで排他的ロックされます。 そのため、1 度に編集できる
ユーザーは 1 人だけです。 排他的ロックがかけられない場合は、読み取り専用モードで変更パッケージを開くか、その排
他的ロックの強制解除を試みます。
注: 排他的ロックを強制解除するには、"ロック解除" 権限が必要です。
読み取りアクセス権限を持っているユーザーは、いつでも、読み取り専用モードで変更パッケージを開けます。 複数のユー
ザーが、読み取り専用モードで 1 つの変更パッケージを開けます。 ターゲット ビューのロールバック構成からは、変更パッ
ケージを、読み取り専用モードでのみ開けます。 さらに、ロールバック構成の時点で保存されている変更パッケージのリビ
ジョンは、開かれているリビジョンです。 （これは、より古いリビジョンの変更パッケージに含まれる情報を確認するときなど
に、役立ちます。）
変更パッケージは、何度でも開いて、編集したり保存できます。 変更パッケージは開かれると、Cross-Platform Client のウ
ィンドウに再開された VCM セッションとして表示されます。
変更セッションを編集用に開いたときに可能なアイテムレベルの変更は、VCM のアクション タイプ（無視する とマークする
など）、およびマージの競合の解決（プロパティまたはファイルの内容の手動マージなど）だけです。
次のアイテム以外の項目が、変更パッケージで編集できます。

♦ 変更パッケージの [名前] プロパティおよび [説明] プロパティ
♦ コミット前およびコミット後のリビジョン オプションとビュー ラベル オプション
♦ VCM セッションが保存またはコミットされるときに使用される、その変更パッケージのリビジョン コメント
♦ VCM セッションの作業フォルダ
♦ コミット中に作成される新しいアイテム リビジョンのリビジョン コメントとして使用される、VCM セッションのデフォルト
のコメント

♦ その VCM セッションに責任を持つ、VCM セッションの担当者
関連参照
変更パッケージのアクセス権
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変更パッケージの利点
従来、ビュー比較/マージでは、VCM セッションをコミットするときに処理タスクを作成していました。 それが、VCM は VCM
セッションのコミット時に処理タスクを作成しなくなります。 その代わりに、VCM は、VCM 変更セッションでの変更を追跡す
るために変更パッケージ オブジェクトを作成します。
変更パッケージは、ターゲット ビュー内で作成され、他の場所とは共有されません。 VCM セッションによって影響を受ける
すべてのアイテムと、リンクでつなげられます。
それ以外の変更パッケージの利点には、次の点が挙げられます。

♦ 包括的な変更パッケージ オブジェクトによって、VCM セッションを介してすべての変更が追跡できます。
♦ 変更パッケージはコミットする前に保存できるので、コミットする前に提案された変更を他の人が確認することができ
ます。 これは、保存された変更パッケージへの URL を、E メールなどで送ることにより行うことができます。

♦ コミット済み変更パッケージどれもは、同じ変更セットを適用する他のビューに対して「再生」することができます。
♦ StarTeam Cross-Platform クライアント ウィンドウ内のパースペクティブでは、ツールバーで右揃えになったアイコン
をクリックすると、標準パースペクティブ と 変更パースペクティブ を切り替えることができます。

♦ 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 オブジェクトとその変更パッケージ
にまつわる詳細を確認し、どの変更がどの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することができます。

注: 変更パッケージは、コミットされると読み取り専用となり、変更パッケージの変更はできなくなります。
関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
変更パッケージの概要
ビュー比較/マージのアクション
ビュー比較/マージ セッション パースペクティブ
VCM マージのタイプ、ルール、およびシナリオ
関連手順
ビューを比較およびマージする
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ビュー比較/マージ セッション パースペクティブ
ビュー比較/マージ ウィンドウには、ビュー比較/マージと、アイテムの差分の解決のために、3 つのパースペクティブがあ
ります。

♦ 比較パースペクティブ
♦ マージ パースペクティブ
♦ テスト パースペクティブ
ビュー比較/マージ セッションの最上部にあるメニュー項目とツールバー ボタンを利用して、パースペクティブを変更できま
す。 ビュー比較/マージ セッション ウィンドウの タイトル バー の左端に、現在使用中のパースペクティブを示すアイコンが
表示されます。

比較パースペクティブ

比較対象を確認したり、どのようなマージ アクションが予定されているかを確認するには、比較パースペクティブ を使用し
ます。 比較パースペクティブ の上部の 2 つのフォルダ ツリーには、ソース ビューとターゲット ビューの内容が表示されま
す。
フォルダ ツリーで 1 つのアイテムを選択すると、下部ペインでもそれが選択されます。 それぞれの比較ペインには、スクロ
ール バーとナビゲーション ボタンがあります。
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比較パースペクティブ の下部ペインは、2 つのフォルダ内のすべてのアイテムが表示される [詳細] ペインです。 列には、
アイテムの名前、アイテム タイプ、親のパス、バージョンが表示されます。
差分がある場合には、バージョン 列に、アイテムのソース バージョンとターゲット バージョンの両方が表示されます。 アク
ション 列には、各アイテムに対して実行されるアクションが表示されます。 アイテムが <変更なし> でない場合は、アクショ
ン 列のコンテキスト メニューを利用して、異なるマージ アクションを指定できます。 アクションは、以下に示す状態に応じて
異なる書式で表示されます。

♦ アクションがカギ括弧で囲まれていない場合は、ビュー比較/マージがそのアイテムに対して提案するアクションであ
ることを示します。

♦ アクションがカギ括弧で囲まれている場合は、比較フェーズがそのアイテムを無視したために、何もアクションが取ら
れないことを示します。カギ括弧の中にその理由が表示されます。

♦ 角括弧で囲まれたアクションは、そのアイテムが変更されなかったり、比較されなかったために、何もアクションが設
定されていないことを示します。

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

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

フォルダ比較での差分の色
次の画像では、ビューの比較/マージの 比較ペイン や ファイル比較/マージ でフォルダ比較時の差分を強調表示するデ
フォルトの色を示します。
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マージ パースペクティブ

マージ結果を確認したり調整するには、マージ パースペクティブ を使用します。 マージ パースペクティブ では、フォルダ
ツリーにマージ ステータス アイコンが表示されます。これは、マージや解決が必要なアイテムを含むフォルダを表します。
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上部ペインのタブは、マージ ステータス や マージ アクション によってフィルタできます。また、マージ ステータス 列には、
各アイテムのマージ ステータス（未解決、解決済み など）が表示されます。 上部ペインのステータス アイコンの上にマウ
ス カーソルを置くと、メニューが表示されます。
下部ペインには、選択したアイテムのプロパティを表示するための プロパティ タブがあります。 未解決アイテムの場合は、
差分が太字で表示されます。 差分を解決するには、アイテムをダブルクリックするか、列上のコンテキスト メニューを使用
して、[ソースを使用]、[ターゲットを使用]、または [マージ...] を選択します。 ファイル内容の差分をマージする選択をした場
合は、3 方向のマージ比較モードでファイル比較/マージ ウィンドウが表示され、自動または手動でマージを実行できま
す。 テキスト プロパティをマージすることもできます。 詳細については、下記のリンクの「ファイルやフォルダの比較とマー
ジの概要」を参照してください。
下部ペインには、2 つのファイル比較タブがあります。1 つはソース ファイルとターゲット ファイルの比較用、もう 1 つは、タ
ーゲット ファイルと提案されたマージ結果との比較用です。

テスト パースペクティブ

テスト パースペクティブは、ビュー比較/マージ セッションがコミットされた場合に、ターゲット ビューがどのようになるかを示
します。 通常のプロジェクト ビューで実行するのと同じ StarTeam 操作（ファイルのチェクアウト、ファイルのチェックイン、プ
ロパティの表示、履歴の表示、リビジョン間の変更の比較など）のほとんどを、テスト パースペクティブ で実行できます。
ビュー比較/マージ セッションのテスト フェーズでは、比較フェーズの後、自動または手動でのマージが行われた後でも、コ
ミットの前であれば、ファイルをチェックアウトできます。 デフォルトでは、テスト パースペクティブ からチェックアウトされた
ファイルはすべて、[user_home]\Borland\StarTeam\vcmRootDir ディレクトリの下のビュー比較/マージ セッション用の一
時的な作業フォルダに保存されます。 デフォルトのフォルダを使用したくない場合は、別の作業フォルダを指定できます。
セッションをコミットして閉じる前に、このフォルダに対してビルド ツールを実行して変更をテストできます。
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ビュー比較/マージ セッションからの変更が正しいことを確認したら、変更をコミットできます。 ビュー比較/マージは、サー
バー上の StarTeam リポジトリにすべての変更を適用します。
関連概念
ビュー比較/マージ
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
ビュー比較/マージの状態アイコン
ビュー比較/マージのアクション
VCM マージのタイプ、ルール、およびシナリオ
ビュー マージ タイプのシナリオ
関連手順
ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージ セッションの作業フォルダを変更する
ビュー比較/マージのパースペクティブを変更する
関連参照
ビュー比較/マージ ウィザード
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ビュー マージ タイプのシナリオ
ビュー間の変更管理に VCM を使用する、典型的なライフサイクル全体のシナリオの例を紹介します。

単純なプロジェクトにおける VCM の使用
この例は、小規模なプロジェクトと小さなチームの場合です。このような場合は、新規開発を直接メイン ビューで実行して
も、一般に安全です（混乱は生じません）。 その他のビューとして唯一必要なのは、保守を目的としたリリース ビューで
す。 このシナリオでは、VCM の主な用途は、リリース ビューとメイン ビューと間でパッチを反映させることです。
単純なプロジェクトでの VCM の使用例を以下に示します。

このシナリオでは、新規開発は、すべてメイン ビューを直接変更することによって行います。 リリース マイルストーンに到
達すると、リリース ビューを定義するための参照ポイントとして、ビュー ラベルを作成します。 与えられたリリースのバグを
修正するには、そのリリース ビューで直接変更を行います。 あるリリースでパッチを作成し、それをメイン ビューやその他
のリリースに反映しなければならない場合は、まず、VCM のプロモートを使用して、パッチをメインビューに反映します。次
に、VCM の再ベースを使用して、ほかのリリースに反映します （あるいは、パッチがメイン ビューに適用されていない場合
は、VCM の複製を使用して、直接リリース ビューから別のリリース ビューにパッチを反映します）。

アクティビティ ビューやサンドボックス ビューでの VCM の使用
ほとんどの環境では、メイン ビューを直接変更することは、賢明ではありません。それは、不安定な状況を招く可能性があ
るからです。 アクティビティ ビューとサンドボックス ビューは、親ビューの安定性を損なわずに開発ができるようにする場所
を提供します。 その他に、これらのビューには、開発がキャンセルになったり、メイン ビューに反映する必要がなくなった場
合に、作業を破棄する手段を提供するという役割もあります。
アクティビティ ビューとサンドボックス ビューの主な違いはスコープです。
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♦ アクティビティ ビューは、一般に、1 つの開発グループが特定の目的（1 つの大規模な機能強化など）を実行する場
合に役立ちます。

♦ サンドボックス ビューは、一般に、個々の開発者や非常に小規模なチームが、バグ修正や機能強化などを何度も繰
り返す場合に役立ちます。

アクティビティ ビューもサンドボックス ビューも、短期または長期にわたって存続します。
アクティビティ ビューやサンドボックス ビューを使用する場合は、完全に検証済みで承認済みの新規変更は、すべてメイ
ン ビューに反映しなければなりません。 リリース ビューは、保守作業の場を提供するために、メイン ビューから作成すべ
きです。 ただし、リリース ビューをほかのリリース ビューから作成する方が、理にかなっている場合もあります。たとえ
ば、"ドット リリース" が出荷された後で、それを親リリースとは独立に保守する場合です。 アクティビティ ビューとサンドボ
ックス ビューでお勧めの VCM プラクティスの例を以下に示します。

この例では、2 つの短期のサンドボックス ビューが、メイン ビューから作成されます （混乱を避けるために、先の例で示し
た "変更" と "パッチ" のサイクルは、ここでは省略しています）。 これらのビューで作業が完了したら、それをメイン ビュー
にプロモートします。そして、これらのビューはアクティブでなくなります（そして、やがては削除されます）。 長期のアクティ
ビティ ビューと長期のサンドボックス ビューも、それぞれ 1 つずつ図に示されています。 これらのビューは、単一のリリー
スを越えて "存続" します。 したがって、これらのビューでの作業は、何度もメイン ビューにプロモートされます。
この例では、ビューをプロモートする直前に、常に再ベースを行うという、お勧めのベスト プラクティスが示されています。
これによって、子ビューは、親ビューからの変更をマージして、統合およびテストを行うことができます。
この例には、メイン ビューから作成されたリリース 1.0 ビューとリリース 2.0 ビューも示されています。ただし、リリース 1.1
ビューは、リリース 1.0 ビューの子として作成されています。 また、リリース 2.0 ビューでは、パッチが作成されています。こ
のパッチは、複製マージを使用して、リリース 1.0 ビューとリリース 1.1 ビューに直接 "反映" されています。
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並行性の高いプロジェクトにおける VCM の使用
多くのサブチームが関わっている大規模なプロジェクトで、各チームが、最終的なアプリケーションまたはスイートの個別の
コンポーネントを開発している場合を考えます。 このような場合は、各チームが独自のアクティビティ ビューを使用して作業
をした後に、メイン ビューに変更を統合するやり方が、実践的であるように思えます。 しかし、大規模なプロジェクトの統合
と安定には長期間かかるために、メイン ビューが長期間不安定な状態になる可能性があります。このような状況は、望ま
しくありません。
大規模な開発プロジェクトのニーズに対応するには、統合ビューの概念を導入します。 統合ビューは、メイン ビューと 1 つ
以上のアクティビティ ビューの間に位置する "すべて分岐ビュー" です。 適切な時期に、"孫" に該当するアクティビティ ビ
ューは、統合ビューにプロモートされます。統合ビューでは統合テストが行われます。 統合ビューが、適用可能なすべての
テストに合格したら、最終的に統合ビューはメイン ビューにプロモートされ、変更が反映されます。 統合ビューを使用した例
を以下に示します。

統合ビューが、メイン ビューの子として、最初に作成されている点に注目してください。 次に、各主要コンポーネントやサブ
チーム用のアクティビティ ビューが、統合ビューの子として作成されます。 統合ビューを、アクティビティ ビューの親として
最初に作成する理由は、アクティビティ ビューからの変更を反映するために VCM のプロモート マージが使用できるからで
す。 プロモートは新規開発には最良のマージ技術です。なぜなら、プロモートでは、ビュー階層の "上方向に" 変更を反映
するために設計されたルールが使われるからです。 たとえば、新規アイテムは、共有ではなくリバース共有されます。これ
によって、親ビューが main (1.x) の成果物分岐の所有権を持ちます。 統合ビューをアクティビティ ビューの後に作成する
と、統合ビューはアクティビティ ビューの親ビューにはならないので、VCM の複製を利用して変更を反映しなければなりま
せん。その場合は、新規アイテムに対するデフォルトのアクションとしては、リバース共有ではなく共有が使われます。
アクティビティ ビューで作業が行われている間に、メイン ビューで変更が生じる場合は、アクティビティ ビューを定期的に再
ベースして、その変更を反映する必要があります。 ただし、メイン ビューは、アクティビティ ビューの親ではないので、メイ
ン ビューからアクティビティ ビューに再ベースすることはできません。 その代わりに、まず、統合ビューを再ベースする必要
があります。 統合作業を開始する準備が整うまでは、統合ビューでは直接変更を行わないようにしておけば、統合ビュー
の再ベースは非常に簡単になります（マージ競合は検出されません）。
アクティビティ ビューを再ベースしたら、そこでの変更を反映するために、統合ビューにプロモートします。 アクティビティ ビ
ューをプロモートしたら、直ちにアクティビティ ビューを離れて、統合ビューで、統合の問題を解決したりバグを修正すること
ができます。 ただし、複雑な統合の場合は、アクティビティ ビューのプロモート、再ベース、調整、そしてプロモートの作業を
何回か繰り返すことになるかもしれません。 しかし、最終的には、統合作業は統合ビューで行うべきです。統合ビューで
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は、全体像が把握できるからです。 統合ビューがすべてのテストに合格したら、それをメイン ビューにプロモートして、リリ
ース ビューを作成します。
関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
ビュー比較/マージのアクション
ビュー比較/マージ セッション パースペクティブ
VCM マージのタイプ、ルール、およびシナリオ
関連手順
ビューを比較およびマージする
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VCM マージのタイプ、ルール、およびシナリオ
ここでは、使用可能なさまざまな VCM マージ タイプの概要を示してそれに適用するルールについて説明し、また、それぞ
れについて使用例のシナリオを示します。

マージ タイプ
VCM セッションでは、再ベース、プロモート、複製の 3 つのタイプのマージ操作を実行できます。 各マージ タイプには、特
定のルールが適用されます。
同じ 2 つのビュー間では、再ベース、プロモート、および複製を連続して行うことができ、複製の場合は、逆方向も許されま
す。 1 回の VCM セッションで使用できるマージ タイプは 1 つだけですが、VCM セッションは、いくつでも、任意の順番で実
行できます。

各マージ タイプの使用タイミング
VCM マージ タイプはそれぞれ、特定のシナリオで使用することを意図したものです。 特定の VCM セッションのマージ タイ
プは、マージする対象に応じて選択します。 VCM は、マージ タイプによって差分の処理にさまざまなルールを使用するの
で、適切なシナリオで VCM を使用することが重要です。 以下に、それぞれの VCM マージ タイプの所定の使用方法と、適
用されるルールについて説明します。

再ベース
再ベース マージは、子ビューの作成または最後の再ベースを行った後に親ビューで発生した変更を、子ビューに反映して
"キャッチアップ" する場合に使用します。
再ベースのルール
再ベース マージ操作を実行する場合は、次の一般的なルールに従います。

♦ ターゲット ビューは分岐（バリアント）ビューで、ソース ビューの直下の子ビューであることが必要です。
♦ ターゲット ビューのアイテムは変更時に分岐に設定されており、固定の（変動ではない）構成を使用して作成されて
いることが必要です。

♦ 再ベース操作では、ソース ビューの任意の構成（チップ、ラベル、日時指定、またはプロモーション状態）を使用でき
ます。これは再ベース ポイントと呼ばれます。

♦ 再ベース操作では、ターゲット ビューのチップ（更新可能な）構成を使用します。
♦ ターゲット ビューで新たに共有または再固定されたアイテムは、再ベース/複製ポイントを使用します。 このポイント
は、ソース ビューのアイテムの構成日時になります。

再ベースのシナリオ例
この例は、特定のバグ修正や機能強化をサポートするために、特定のラベル、プロモーション状態、またはタイムスタンプ
からアクティビティ（子、すべて分岐のバリアント）ビューを作成する場合の典型的なシナリオを示しています。 親ビューと子
ビューで並行して変更が行われた後、再ベースが実行されて、親ビューでの変更が子ビューに反映されます。 この処理を
子ビューが必要でなくなるまで繰り返します。
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1

"アクティビティ"（子、すべて分岐のバリアント）ビューが、特定のバグ修正や機能強化をサポートするために、特定の
ラベル、プロモーション状態、またはタイムスタンプから作成されます。

2

アクティビティに対して、変更されたファイルの分岐、新規ファイルの追加、ファイルの移動や名前変更などの変更が行
われます。

3

親ビューでも並行して変更が行われます。

4

再ベースが実行され、親ビューでの変更が子ビューに反映されます。

5

両方のビューで、それぞれさらに変更が行われます。

6

また再ベースが実行され、新たな変更が反映されます。

このシナリオでは、親ビューの変更で更新するためアクティビティ ビューは 2 度再ベース処理されています。

プロモート
プロモート マージは、子ビューでの変更を親ビューに "反映" させる場合に使用します。 子ビューのライフサイクルの最後
に、子ビューでの作業完了の前処理として、1 回プロモートします。 ただし、定期的に子ビューから親ビューに変更を反映さ
せるために、複数回プロモートすることもできます。 どちらの場合も、通常は、プロモート操作直前に子ビューを再ベース操
作（親ビューの最近の変更がすべてマージされたことを保証するため）するのがよい方法です。
プロモートのルール
プロモート タイプのマージを実行する場合は、次の一般的なルールに従います。

♦ ソース ビューは分岐（バリアント）ビューで、ターゲット ビューの直下の子ビューであることが必要です。
♦ プロモート操作では、ターゲット ビューのチップ（更新可能な）構成を使用します。
♦ プロモート操作では、ソース ビューの任意の構成（チップ、ラベル、日時指定、またはプロモーション状態）を使用でき
ます。

♦ 新しいソース アイテムは、ターゲット ビューにリバース共有されます。 つまり、これらのアイテムは子ビューから親ビ
ューに移され、変更時に分岐 設定と、固定された構成を持つ子ビューとまた共有されます。 最新（チップ）リビジョン
でプロモートされていない新アイテムは、子ビューではマージ競合としてマークされます。

プロモートのシナリオ例
この例は、継続中の開発（主分岐）と同時進行する、新しい開発（分岐）を可能にするために、子ビューを作成する場合の典
型的なシナリオを示しています。 子ビューでの開発は変更、再ベース、コンパイル、テストを経てリリースの準備が整いま
す。 さまざまなステージで、子ビューからの変更が親ビューにプロモートされて、主要な配布マイルストーンなどで変更がリ
リースされます。 分岐のライフサイクルの最後に、親ビューを使って再ベースを行います。 子ビューにおいて、親ビューか
らの変更がコンパイルされた後、子ビューを再び親ビューにプロモートします。
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1

"アクティビティ" ビューは、作成、変更、再ベース、コンパイル、テストを経てリリースの準備が整います。

2

プロモートが実行されると、子ビューでの変更が親ビューにリリースされます。

3

アクティビティ ビューでは、さらに変更が必要です。

4

その間に、親ビューでも変更があります。

5

再ベースによって、親の変更が子に反映されます（キャッチアップ）。

6

コンパイルし、テストが OK ならば、子を親に再びプロモートします。

7

その後、アクティビティ ビューは最終的には不要になります。

このシナリオでは、子ビューは 2 回プロモートされ、2 回目のプロモートの後、使用されない（引退）状態になります。 通常、
一定時間が過ぎたら、使用しないビューは削除します。

複製
複製により、ビューから別のビューに変更がコピーされます。 複製マージは、ターゲット ビューがソース ビューの直接の親
または子ではない場合に、変更を反映させるために使用します。
複製のルール
複製マージ タイプを実行する場合は、次の一般的なルールに従います。

♦ ソース ビューとターゲット ビューは、同じプロジェクトに所属している必要があります。 それらは、共通の系統（親/
子、兄弟、叔父/姪などの関係）を持つ必要があります。

♦ 複製操作では、ソース ビューの任意の構成（チップ、ラベル、日時指定、またはプロモーション状態）を使用できま
す。これは複製ポイントと呼ばれます。

♦ ターゲット ビューは更新可能な（バリアント）ビューであり、チップ構成を使うことが必要です。
♦ ターゲット ビューで新たに共有または再固定されたアイテムは、再ベース/複製ポイントを使用します。
複製のシナリオ例
この例は、別の製品リリースのために、親ビューを 2 回分岐して、2.0 と 3.0 の分岐を作成する場合の典型的なシナリオを
示しています。 製品の保守中に、3.0 の分岐には適用できるが、主分岐には適用できない変更が、2.0 の分岐で行われま
す。 2.0 から 3.0 に変更をコピーするため複製が実行されます。
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1

2.0 リリースをサポートするために、"リリース"（子、すべて分岐のバリアント）ビューが作成されます。

2

次期リリースの準備のために、メイン ビューで変更が行われます。

3

3.0 リリースをサポートするために、"リリース" ビューが作成されます。

4

将来のリリースでは、さらに多くの変更が行われます。

5

2.0 でバグが修正されます。これは、3.0 には適用できますが、その他のリリースには適用できません。

6

複製を実行して、2.0 ビューから 3.0 ビューにパッチをコピーします。

この例では、バグ修正は 1 つのリリースから別のリリースに反映する必要がありますが、親ビューのチップ リビジョンよりリ
リース ビューが古く、適用できません。 その結果として、修正をソース ビューから兄弟関係にあるターゲット ビューへ、直
接、"水平方向" にマージする必要があります。

ビューの [比較のみ] モード
VCM には、比較のみモードがあり、その場合、ビュー間の差分を確認することはできますが、マージ処理や変更はできま
せん。
[比較のみ] モードでは、VCM はソース ビュー、ターゲット ビューおよび VCM セッション自体を読み取り専用として扱いま
す。 ソースやターゲットには変更が行われないので、[比較のみ] モードは他の場合には許可されない比較をサポートしま
す。 特に、同じビューの 2 つの異なる構成を比較できます。 たとえば、2 つの異なるラベル付きの構成を比較する、または
ラベル付き構成を現在の構成と比較できます。
関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
ビュー比較/マージのアクション
ビュー比較/マージ セッション パースペクティブ
ビュー マージ タイプのシナリオ
関連手順
ビューを比較およびマージする
子ビューから親ビューに変更をマージする（プロモート）
親ビューから子ビューに変更をマージする（再ベース）
任意の 2 つの関連ビューで変更をマージする（複製）
ビュー比較/マージでマージの競合を解決する
ビュー比較/マージの動作を変更する

234

StarTeam VCM ユーザーに必要なアクセス権
このドキュメントでは、VCM ユーザーに最低限必要なアクセス権について説明します。 プロジェクト管理者は通常、StarTeam
で VCM セッションの作成以外にもさまざまな作業を行うので、プロジェクト管理者が VCM ユーザーにこれらの権限を付与
することをお勧めします。
このドキュメントでは、ユーザーの所属企業がすべてのアイテム タイプを使用しているものと仮定していますが、実際には
そうでない場合もあります。 たとえば、要件コンポーネントを使用していないか保有していない場合、VCM ユーザーには要
件へのアクセス権は必要ありません。
注: VCM ユーザーのアクセス権を作成するには、まず、サーバー管理者が VCM ユーザー グループをセットアップする必
要があります。 このグループに追加するユーザーのリストをサーバー管理者に渡します。 VCM ユーザー グループが
いったんサーバー上にセットアップされたら、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（プロジ
ェクト
アクセス権...）を開き、以下のアクセス権を VCM ユーザー グループに設定することができます。

プロジェクト アクセス権
ユーザーは、比較やマージの対象となるビューが含まれているプロジェクトを参照できる必要があります。
アクセス権のタイプ

VCM ユーザーに付与する権限

Generic object rights

See object and its properties

ビュー アクセス権
ユーザーはビューを参照できる必要があります。 さらに、VCM には、ユーザーがビュー ラベルやリビジョン ラベルを作成
できるオプションがあるので、ユーザーには、どちらのタイプのラベルも作成できる権限が必要です。
アクセス権のタイプ

VCM ユーザーに付与する権限

Generic item rights

See object and its properties

View specific rights

Create view labels
Create revision labels

変更パッケージへのアクセス権
VCM セッションが変更パッケージ オブジェクトを作成するため、ユーザーには変更パッケージへの適切なアクセス権が与
えられている必要があります。
アクセス権のタイプ

VCM ユーザーに付与する権限

Generic item rights

Create change package and modify its
properties. Delete change package from view,
change access rights, and see history. Set and
break exclusive locks.
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Label rights

Attach/adjust view labels, detach a view label,
attach/adjust revision labels, detach revision
labels.

プロモーション状態のアクセス権
プロモーション状態へのアクセス権は不要です。

子フォルダへのアクセス権
VCM セッション時にはフォルダのプロパティがマージされる場合があるので、ユーザーは、フォルダを参照したりそれらの
プロパティを変更できる必要があります。 たとえば、フォルダの名前が変更されている場合があります。
アクセス権のタイプ

VCM ユーザーに付与する権限

Generic item rights

See item and its properties
Modify properties
Delete from folder
Set exclusive locks
Break exclusive locks

Label rights

Attach/Adjust view labels
Attach/Adjust revision labels

Link rights

See links
Create links

Generic item container rights

Share/move folder from its parent folder
Modify folder behavior or configuration

子フォルダへのアクセス権に関する補足事項

♦ VCM ユーザーには、[フォルダから削除] のアクセス権が必要です。 VCM またはユーザーは、削除 オプションや

削除とリバース共有 オプションを選択する場合があります。 VCM ではフォルダを作成しない（共有またはリバース共
有して新しいアイテムを作成するのみ）ので、[フォルダの作成] のアクセス権は不要です。 ただし、VCM のユーザ
ーは、日々の作業を行うためにこの権限を必要とする可能性が非常に高いでしょう。

♦ ビュー比較/マージ ウィザード には、ロックを設定/強制解除する権限を必要とするオプションがあります。 それは、

差分確認のためにターゲットをロック、差分確認のためにソースをロック、自動的にロックを強制解除 の各オプション
です。 VCM セッションでマージ アクションが最終的にリバース共有になるたびに、ユーザーには、ソース ビューでも
ターゲット ビューでもアイテムをロックできるアクセス権が必要になります。 リバース共有が行われる可能性があるの
は、プロモート操作時か再ベース操作時です。 リバース共有では、アイテムがソースからターゲットに移動され逆に
ソースへ共有されるので、結果的に、両方のビューでアイテムのロックが発生します。 そのため、 ビュー比較/マー
ジ ウィザード の使用時にロック関連のオプションを選択しなくても、リバース共有が行われるたびに、ユーザーに
は、どちらのビューでもアイテムをロックできる権限が必要になります。 また、リバース共有の結果、ターゲット内の新
たに共有されたアイテムに対する変更が他にも発生することがあります。 アイテムの構成と動作をリセットしなけれ
ばならない可能性があり、（移動前のソースで）そのアイテムに以前付いていたラベルは再適用されます。

♦ ユーザーには、リビジョン ラベルもビュー ラベルも調整できる権限が必要です。 リビジョン ラベルを作成することと、

そのラベルをアイテムに添付することは違います。 リビジョン ラベルは、作成時にはどこにも添付されません。 VCM
では、セッションの一環としてラベルの添付を実行します。 ラベルの作成プロセスの一環としてビュー内のすべての
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アイテムにビュー ラベルが添付される限り、ユーザーはそれらのラベルを調整できる必要があります。 たとえば、VCM
では、リバース共有される前に子フォルダに付いていたラベルをそのフォルダに復元しなければならない場合があり
ます。

♦ リバース共有が起こるのは、プロモート セッション時とおそらくは一部の複製セッション時です。 リバース共有の場

合、ユーザーには [フォルダの共有/親フォルダからのフォルダの移動] と [フォルダの動作や構成の変更] の
権限が必要です。

♦ フォルダの動作や構成の変更 のアクセス権はまた、 ビュー比較/マージ ウィザード で 子の変動共有を固定 オプ
ションを用いた場合や、VCM かユーザーにより再固定アクションが選択された場合にも必要になります。

ファイルのアクセス権
ユーザーには、子フォルダの場合と同じアクセス権がファイルの場合にも必要です。 さらに、ファイルをチェックインおよび
チェックアウトする権限も必要になります。 ファイルは、VCM セッションのコミット処理の一環としてチェックインされます。 フ
ァイルをチェックインするために、ユーザーは、アイテムとそれらのプロパティの参照、プロパティの変更、アイテム履歴の参
照、排他的ロックの設定を行える必要があります。 ファイルは、VCM セッションの テスト パースペクティブ を使用するユー
ザーによりチェックアウトされます。
アクセス権のタイプ

VCM ユーザーに付与する権限

Generic item rights

See item and its properties
Modify properties
Delete from folder
See history
Set exclusive locks
Break exclusive locks

Label rights

Attach/Adjust view labels
Attach/Adjust revision labels

Link rights

See links
Create links

File specific rights

Check in file
Check out file

Generic item container rights

Share/move folder from its parent folder
Modify folder behavior or configuration

変更要求へのアクセス権
変更要求へのアクセス権は子フォルダの場合と同じで、それらが必要な理由も同じです。
アクセス権のタイプ

VCM ユーザーに付与する権限

Generic item rights

See item and its properties
Modify properties
Delete from folder
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Set exclusive locks
Break exclusive locks

Label rights

Attach/Adjust view labels
Attach/Adjust revision labels

Link rights

See links
Create links

Generic item container rights

Share/move folder from its parent folder
Modify folder behavior or configuration

要件へのアクセス権
要件へのアクセス権は子フォルダの場合と同じで、それらが必要な理由も同じです。
アクセス権のタイプ

VCM ユーザーに付与する権限

Generic item rights

See item and its properties
Modify properties
Delete from folder
Set exclusive locks
Break exclusive locks

Label rights

Attach/Adjust view labels
Attach/Adjust revision labels

Link rights

See links
Create links

Generic item container rights

Share/move folder from its parent folder
Modify folder behavior or configuration

タスクへのアクセス権
タスクへのアクセス権は子フォルダの場合と同じで、それらが必要な理由も同じです。
アクセス権のタイプ

VCM ユーザーに付与する権限

Generic item rights

See item and its properties
Modify properties
Delete from folder
Set exclusive locks
Break exclusive locks
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Label rights

Attach/Adjust view labels
Attach/Adjust revision labels

Link rights

See links
Create links

Generic item container rights

Create items
Share/move folder from its parent folder
Modify folder behavior or configuration

トピックへのアクセス権
トピックへのアクセス権は子フォルダの場合と同じで、それらが必要な理由も同じです。
アクセス権のタイプ

VCM ユーザーに付与する権限

Generic item rights

See item and its properties
Modify properties
Delete from folder
Set exclusive locks
Break exclusive locks

Label rights

Attach/Adjust view labels
Attach/Adjust revision labels

Link rights

See links
Create links

Generic item container rights

Share/move folder from its parent folder
Modify folder behavior or configuration

注: アイテム タイプに対するすべてのアクセス権限の詳細については、本ヘルプの「参照」-「管理と設定」セクション下にあ
るトピックを参照してください。
関連手順
アクセス権をプロジェクトに割り当てる
関連参照
変更パッケージのアクセス権
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VCM セッションの成功のヒント
このトピックでは、ビュー比較/マージ セッションの成功のヒントについて説明します。

データの準備
StarTeam では、データに対してほとんどどのような操作でも行うことができます。 ただし、その結果、VCM セッションでユー
ザーの入力なしには判断できない状況になるおそれがあります。 最も良いのは、以下のように、データをできるだけ最適な
状態にし、その状態を保つことです。

♦ 分岐アイテム（フォルダ、ファイル、変更要求）がルート分岐、または新しい分岐の最初の共有（1.x）にある場合、その
アイテムの動作は無効で、構成は変動でなければなりません。 構成を固定すると、アイテムは読み取り専用になりま
す。

♦ ルート分岐の最初の共有ではない場合、分岐アイテム（フォルダ、ファイル、変更要求）は "変更時に分岐"（動作）に
設定され、固定構成になっていなければなりません。

なかには、これについて例外を設ける顧客もいます。 たとえば、すべての変更要求をその作成場所にかかわらずすべての
ビューから見えることが必要な場合を考えます。 そのため、各子ビューで同じ変更要求フォルダを共有しますが、そのフォ
ルダと変更要求は変更時に分岐せず変動するように設定します。 この方法はベスト プラクティスではありませんが、使用
できます（ただし慎重に）。 変更要求は決して分岐しないため、処理アイテムとしてどのようなビューの変更要求を使用して
も、本質的にはメイン ビューのビュー外処理アイテムを使用することになります。 つまり、（ビュー外の処理アイテムを使用
するすべてのユーザーのように）拡張処理リンクを使用するということです。
一方、変更要求をすべてメイン ビューに入れ、常にそれらをビュー外の処理アイテムとして選択する顧客もあります。 この
ような顧客は通常、変更要求の修正が必要な保守ビューまたはリリース ビューごとに、それぞれの変更要求のコピーを作
成します。 これにより、対象の問題の変更要求ごとに別々のワークフロー ステップを取ることも、その時々に同じステップ
を取ることもできます。 これらのコピーもメイン ビューにあります。

ベスト プラクティスの実践
ベスト プラクティスに従う場合、問題が発生するのは、新しい場所でアイテムを共有するときだけです。 その結果は以下の
とおりです。

♦ 共有アイテムの振る舞いは、ビューのプロパティ ビューで共有されるアイテムを変更時分岐に設定する チェックボッ
クスで決定されます。これは、チェックすることが推奨されます。 分岐できないアイテムの場合、このプロパティは無
視されます。

♦ 分岐できないアイテム（タスク、要件、トピック）を扱う場合、構成を固定するとアイテムは読み取り専用になるため、使
用するのは一度に 1 つのビューに限る必要があります。 たとえば、アクティビティ ビューで作成されるタスクについ
ては、多くの場合、変更されたファイルと一緒にタスクをプロモートするほうが理にかなっています。 タスクは、いった
んプロモートされるとアクティビティ ビューで読み取り専用になり、親でそれを使用することになります。 これは、ビュ
ー階層を下から上にたどって、タスクとそれに関連する変更がルートにプロモートされるまで続きます。

♦ それらの共有アイテムは変動します。 それらの動作を変更時分岐に設定する必要があります。
注: フォルダについては、新たに共有されたアイテムのルート フォルダを選択し（共有にフォルダが含まれている場合）、フ
ォルダとそのサブツリーの構成を設定します。
共有のアイテム タイプについては、それらをすべて上部ペインから（1 タイプずつ）選択し、それらの
構成を変動から固定に変更する必要があります。 顧客は通常、これを現在の日時に固定し、その主
な関心はファイルになります。
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関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
ビュー比較/マージ セッション パースペクティブ
VCM マージのタイプ、ルール、およびシナリオ
VCM アクション判断のための条件
VCM のアクション実行基準一覧
ビュー マージ タイプのシナリオ
関連手順
ビューを比較およびマージする
関連参照
VCM における変動共有を持つターゲット フォルダの扱い
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ビュー比較/マージのアクションの決定
このセクションでは、ビュー比較/マージのアクションの決定を説明する参照情報を提供します。
このセクションの内容
ビュー比較/マージのアクション
VCM セッションでのビュー比較/マージのアクションの実行方法の概要について説明します。
VCM アクション判断のための条件
ビュー比較/マージのアクションについて説明します。
VCM のアクション実行基準一覧
VCM が指定されたマージ タイプに対して取るアクションを決定する基準について説明します。
VCM 差分タイプの理解
ビュー比較/マージ（VCM）セッションで現われる一部の差分タイプについて詳しく説明します。
VCM における変動共有を持つターゲット フォルダの扱い
VCM が変動共有をどのように扱うかについて説明します。
ビューの [比較のみ] 差分テーブル
ビュー間のアイテムの差分を検索するために、ビューの [比較のみ] セッションが使用する条件について説明しま
す。

242

ビュー比較/マージのアクション
VCM セッションを起動すると、ビュー比較/マージ ウィザード で選択されたオプションを使用して、ソース ビューとターゲッ
ト ビューの内容が自動的に比較されます。 可能な場合は常に、VCM は、差分を含むアイテムごとに、ターゲット ビューに
適用すべきデフォルトのアクションを提案します。 ただし、ファイル内容間の特定の競合のように、VCM が自動的に解決ま
たはマージできないタイプの差分もあります。 アクションが決定できなかったり、差分をマージできない場合、そのアイテム
は 未解決 ステータスになり、マージ アクションが提案されます。 マージ アイテムに対しては、手動マージを実行するか、
そのアイテムのアクションを VCM が自動的に実行できるアクション（無視する など）に変更しなければなりません。
解決済み と 未解決 の両方の差分に対して、VCM によって提案されたデフォルトのアクションをオーバーライドできます。
VCM が解決策を提案できない場合は、アクションは 失敗 になるので、オーバーライドしなければなりません。
VCM は、VCM セッション中に、さまざまなアクションを実行できます。ただし、変更のタイプに応じた特定のアクションだけが
許可されます。 たとえば、ソース内の新規アイテムがターゲットに存在しない場合は、そのアイテムを無視することはできま
すが、それをターゲットから削除することはできません。 この場合、削除 は実行可能なアクションではありません。
以下の表は、与えられたソース/ターゲット アイテムの差分に対して VCM が実行できるアクションについて説明していま
す。
注: サーバー管理 の VCM のカスタマイズ ツールを使用してカスタム VCM マージ タイプを作成する場合、
custom.vcm.xml ファイルが作成され、各マージ アクションは以下の表に示すとおり列挙値により表されます。
列挙値 アクション

説明

0

無視する

何もアクションを実行しません。

1

再固定

ソース アイテムと一致させるために、ターゲット アイテムの固定先のリビジョンを変更します。

2

移動

ターゲット アイテムを、ソース アイテムと同じフォルダに移動します。

4

マージ

ソース アイテムとターゲット アイテムをマージします。 ターゲット アイテムが、マージ結果を反映
して変更されます。

8

削除

ターゲット アイテムを削除します。

16

共有

ソース アイテムをターゲット ビューに共有します。

32

リバース共有

ソース アイテムをターゲット ビューに移動し、それをソース ビューに共有します。

64

上書き

ターゲットをソースの内容で上書きします。

66

移動と上書き

移動 と後に 上書き を実行します。
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解決マークをつける

[解決マークをつける] 変更オブジェクトを作成します。 [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。

6

移動とマージ

移動の後にマージを実行します。

3

移動と再固定

移動の後に再固定を実行します。

40

削除とリバース共有

削除の後にリバース共有を実行します。

128

Needs Review（要確認） [要レビュー] は、あらゆる場面で有効なアクションです。 アイテムが 要レビュー に設定されて
いる間は、ビュー比較/マージは取るべきアクションを決定できず、変更をコミットできません。要レ
ビュー アイテムは、実行可能な別のアクションに設定する必要があります。
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。

アイテムの差分に対してすべてのアクションが有効とは限りません。 たとえば、削除 はアイテムがすでに削除されている
場合には無効です。
注: マージ アクションや 解決マークをつける アクションは、分岐できないアイテム（要件、タスク、およびトピック）には適用
できません。
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関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
ビュー比較/マージ セッション パースペクティブ
VCM マージのタイプ、ルール、およびシナリオ
ビュー マージ タイプのシナリオ
関連手順
ビューを比較およびマージする
関連参照
VCM アクション判断のための条件
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VCM アクション判断のための条件
ここでは、VCM セッション中に起こったビュー間の差分を解決するために、VCM がとることのできるアクションについて説明
します。
VCM セッションで比較が行われると、VCM は比較している各アイテムの状態を監視し、それぞれのアイテムに適用する条
件セットを判断します。VCM は、比較しているアイテムの状態と定義済み条件とを照らし合わせ、競合を解決するアクショ
ンを選択します。
アイテムの状態が複雑な状況では、VCM は取るべきアクションを決定することができません。このような場合、差分解決の
ために VCM が取るべきアクションを指定する必要があります。競合を解決するために、VCM が選択した定義済みのデフ
ォルトのアクションを変更することも可能です。
VCM はソース ビューとターゲット ビューを比較し、それぞれのアイテムの差分にどの条件セットを適用するのかを決定しま
す。以下に、VCM がテストする条件を示します。
テストする条件

説明

ソース ビューまたはターゲット ビューのいずれかにそのアイテム これらの条件は、VCM アクション実行基準一覧の「存在」列に表
が既に存在するか。
されます。
ソース ビューまたはターゲット ビューのいずれかからそのアイテ これらの条件は、VCM アクション実行基準一覧の「削除済み」列
ムが削除されたか。
に表されます。
ソース ビューまたはターゲット ビューのいずれかでそのアイテム これらの条件は、VCM アクション実行基準一覧の「変更済み」列
が変更されたか。
に表されます。
ソース ビューまたはターゲット ビューのいずれかでそのアイテム これらの条件は、VCM アクション実行基準一覧の「移動済み」列
が移動されたか。
に表されます。
ソースまたはターゲットのアイテムが共有ツリーのルート分岐であ これらの条件は、VCM アクション実行基準一覧の「ルート共有」列
るか。
に表されます。
ソース アイテムはターゲット アイテムの共有の子であるか。
ターゲット アイテムはソース アイテムの共有の子であるか。

これらの条件は、VCM アクション実行基準一覧の「対の共有の
子」列に表され、他のビューにあるアイテムと一致する、すなわち
双子になっている、孫ではない直下の子を指します。

ソースまたはターゲットのアイテムが変動構成であるか。

これらの条件は、VCM アクション実行基準一覧の「変動」列に表
されます。

ターゲット フォルダは、ソース ビューに変動共有があるか。

この条件は、VCM アクション実行基準一覧の「ターゲット フォルダ
に変動共有あり」列に表されます。

ターゲット アイテムが存在したフォルダが削除されているか。

この条件は、VCM アクション実行基準一覧の「ターゲットの親が削
除済み」列に表されます。

ターゲット アイテムのフォルダが VCM セッションで無視されてい この条件は、VCM アクション実行基準一覧の「親フォルダで無
るか。
視」列に表されます。
ターゲット アイテムのフォルダが VCM セッション中にエラーとなっ この条件は、VCM アクション実行基準一覧の「親フォルダで失
たか。
敗」列に表されます。
対象のアイテムがファイルの場合、バイナリ ファイルであるか。

この条件は、VCM アクション実行基準一覧の「アイテムがバイナ
リ」列に表されます。

ソースのアイテムとターゲットのアイテムが変更可能な同じプロパ この条件は、VCM アクション実行基準一覧の「同じ内容」列に表さ
ティを持っているか。対象がファイルの場合はデータ内容が一致 れます。
しているか。
2 つのアイテム間で異なるプロパティが除外されたか。

この条件は、VCM アクション実行基準一覧の「除外プロパティ」列
に表されます。
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関連概念
VCM マージのタイプ、ルール、およびシナリオ
VCM のアクション実行基準一覧
関連手順
ビュー比較/マージでマージの競合を解決する
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VCM のアクション実行基準一覧
VCM セッションでビューを比較する場合、VCM は、アイテムがすべての行で基準に一致するかどうかを判断するために、
ソース ビューとターゲット ビューの各アイテムのペアの状態を 差分タイプ の一覧と比較します。 そこから、指定されたマー
ジ タイプでの各アイテムの差分を解決するためのデフォルトのアクションおよび実行可能なアクションを決定します（アクシ
ョンがある場合）。 そのデフォルトのアクションおよび実行可能なアクションのリストが、VCM セッション中に UI に表示され
ます。
"VCM のアクション実行基準一覧" は、アイテムのコンディションに基づいて VCM がそれぞれのマージ タイプによって、ど
のアクションを実行するかをまとめています。マージ タイプには プロモート、再ベース、複製 があります。 この一覧は、VCM
セッションで利用できるすべての実行可能なアクションを示しています。 この一覧では、デフォルトのアクションは常に最初
に実行されるアクションとして示されます。 「無視する」というアクションは常に選択可能です。
この一覧では VCM がソースおよびターゲットそれぞれの合致するアイテムをどのように取り扱うのかを説明します。 VCM
でどのアクションが実行可能なのか、またデフォルトで実行されるアクションはどのアクションなのかを示します。 これはユ
ース ケースとして考えることもできます。 VCM で実行が許可されているアクションは、比較/マージのタイプ（再ベース、プ
ロモート、複製）、および次に示すアイテムの特徴に依存します。

♦ ソースのアイテムとターゲットのアイテムが合致するか（一方のビューにしか存在しないのか、両方のビューに存在す
るのか）。

♦ 合致したアイテムが同じ分岐に存在するのか、他の分岐上に存在するのか（ドット記法に基づく）。
♦ 合致するアイテムが 2 つのビューで同じ場所にあるのか（同じ StarTeam のフォルダ パスであるか、また、異なる場
所であれば一方の、または両方のアイテムが移動したことを示します）。

♦ 前回のマージから、合致するアイテムにリビジョンが追加されたか。
♦ ターゲットのアイテムがソースのアイテムの変動の子であるかどうか。
注: 合致するアイテムの共通の祖先、またはそれらのアイテムに設定されたマージ ポイントを用いて、ソースとターゲットの
アイテムが変更されているかどうかが判断されます。

VCM のアクション実行基準一覧
VCM が比較に使用する一覧表を以下に示します。 一覧の下には、表中の情報をどのように解釈するのかについての説
明がまとめられています。
以下の凡例を一覧表で使用します。
一覧表の凡例
ソース = ソース ビュー
ターゲット = ターゲット ビュー
T = True
F = False
空欄 = 適用外、またはどちらでも良い

注: 再ベースおよび複製については非常に類似しているため、ほとんどのケースで両者のデフォルトのアクションが一致し
ます。
VCM のアクション実行基準一覧
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注: マージ あるいは 解決マークをつける のアクションは、分岐不可能なアイテム（要件、タスク、トピック）には使用できま
せん。

アクション実行基準一覧を解釈する
この一覧表の行の解釈方法を、以下の例で説明します（カラムを左から右に読みます）。
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行番号 500：ソースで新規あり
条件と基準：

♦ ソース ビューに新規ファイルが存在。
♦ この条件と基準が適用されるマージ タイプは再ベースと複製です。
♦ ファイルがソースに存在することは、存在列のソース ヘッダの下の T（True）で示されます。
♦ ファイルがターゲットに存在しないことは、存在列のターゲット ヘッダの下の F（False）で示されます。
♦ ファイルがソースから削除されていないことは、削除済み列のソース ヘッダの下の F で示されます。
♦ 残りの列は、このケースでは使用されず空欄となります。 たとえば、アイテムがターゲットから削除されたかどうかは
問題ではないため、削除済みターゲットの列は空欄となります。

♦ ビュー比較/マージ が実行可能なアクションは、ソース ビューからターゲット ビューへの新規ファイルの共有、あるい
は新規ファイルを無視する（何もしない）です。 デフォルトのアクションは 共有 です。

行番号 500 ～ 530 は関連がありますが、異なる実行可能アクションを持ちます。 ソース ビューが親ビューであれば、共有
は最も適切なオプションです。 再ベースを実行する場合であれば、常にこの例が当てはまります。 複製を実行している場
合も同様に当てはまるでしょう。 ソース ビューが子ビューの場合は、リバース共有が最も適切なオプションとなります。 プ
ロモートを実行している場合は、常にこの例が当てはまります。 「無視する」も常に選択可能なオプションです。 この場合、
子ビュー作成前、あるいは前回にこれら 2 つのビューをマージした時に存在しなかったアイテムには関心がないということ
になります。

行番号 1200：ソースとターゲットは同一
条件と基準：

♦ ソース ビューとターゲット ビューのファイルが一致。
♦ この条件と基準はすべてのマージ タイプ（再ベース、複製、プロモート）に適用されます。
♦ ファイルがソース、ターゲット共に存在することは、存在列のソース ヘッダおよびターゲット ヘッダの下の T（True）で
示されます。

♦ ファイルがソース、ターゲット共に削除されていないことは、削除済み列のソース ヘッダおよびターゲット ヘッダの下
の F（False）で示されます。

♦ ファイルがソース、ターゲット共に変更されていないことは、変更済み列のソース ヘッダおよびターゲット ヘッダの下
の F（False）で示されます。

♦ ファイルがソース、ターゲット共に移動されていないことは、移動済み列のソース ヘッダおよびターゲット ヘッダの下
の F（False）で示されます。

♦ ファイルがソース、ターゲット共に同じ分岐に存在することは、他の分岐上に存在列の F（False）で示されます。
♦ 残りの列は、このケースでは使用されず空欄となります。
♦ ビュー比較/マージ で実行可能な唯一のアクションは、無視する（何もしない）です。

行番号 1900：ソースで移動あり
条件と基準：

♦ ファイルが、ソース ビュー内で移動されています。
♦ この条件と基準はすべてのマージ タイプ（再ベース、複製、プロモート）に適用されます。
♦ ファイルがソース、ターゲット共に存在することは、存在列のソース ヘッダおよびターゲット ヘッダの下の T（True）で
示されます。
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♦ ファイルがソース、ターゲット共に削除されていないことは、削除済み列のソース ヘッダおよびターゲット ヘッダの下
の F（False）で示されます。

♦ ファイルがソース、ターゲット共に変更されていないことは、変更済み列のソース ヘッダおよびターゲット ヘッダの下
の F（False）で示されます。

♦ ファイルがソース内で移動されていることは、移動済み列のソース ヘッダの下の T（True）で、ターゲット内で移動され
ていないことは、ターゲット ヘッダの下の F（False）で示されます。

♦ ファイルがソースまたはターゲットで他の分岐上に存在しないことは、他の分岐上に存在列の F（False）で示されま
す。

♦ 残りの列は、このケースでは使用されず空欄となります。
♦ ビュー比較/マージ が実行可能なアクションは、ターゲット ビューのファイルの 移動、または 無視する（何もしない）
です。 デフォルトのアクションは 移動 です。

行番号 1900 ～ 2100 は関連がありますが、結果が異なる可能性があります。 ターゲットのアイテムに変更がない場合、ア
クションはファイルのターゲット ビューへの移動となることでしょう。 移動先はソース ビューでソースのアイテムが存在する
場所と同じとなります。 ターゲットのアイテムが変更されていたり、別の場所に移動されている場合については、ターゲット
のアイテムを無視するというアクションが取られることでしょう。 ターゲットのアイテムが移動された、あるいは変更された理
由は、この ビュー比較/マージ セッションとはまったく無関係です。

行番号 2400：ソースで移動と変更あり
条件と基準：

♦ ソース ビュー内でファイルが移動され、変更されています。
♦ この条件と基準が適用されるマージ タイプは再ベースと複製です。
♦ ファイルがソース、ターゲット共に存在することは、存在列のソース ヘッダおよびターゲット ヘッダの下の T（True）で
示されます。

♦ ファイルがソース、ターゲット共に削除されていないことは、削除済み列のソース ヘッダおよびターゲット ヘッダの下
の F（False）で示されます。

♦ ファイルがソースで変更されていることは、変更済み列のソース ヘッダの下の T（True）で示されます。 このケースで
はターゲットのセルは使用しないために空欄となります。

♦ ファイルがソース内で移動されていることは、移動済み列のソース ヘッダの下の T（True）で、ターゲット内で移動され
ていないことは、ターゲット ヘッダの下の F（False）で示されます。

♦ ファイルがソースまたはターゲットで他の分岐上に存在しないことは、他の分岐上に存在列の F（False）で示されま
す。

♦ 残りの列は、このケースでは使用されず空欄となります。
♦ ビュー比較/マージ が実行可能なアクションは、ターゲットのファイルに対する 移動と再固定（デフォルト）、ターゲット
でファイルの 移動、ターゲットでファイルの 再固定、あるいはファイルの 無視 となります。

行番号 2400 ～ 2610 は実行する/しないに関わらず、関連がありますが、結果が異なる可能性があります。 たとえば、再
ベースを行っていると仮定します。 ソースのアイテムのリビジョンが 1.7 で、Q1 フォルダから Q2 フォルダに移動していま
す。一方で、ターゲットのアイテムのリビジョンは 1.5 で、フォルダも Q1 から移動されていません。 アイテムが同じ分岐に
あるため、ソースでアイテムに対して行われた変更（移動も含め）をターゲットのアイテムに反映させたいと考えることでしょ
う。 したがって、デフォルトではターゲットのアイテムを 1.7 に再固定し、Q2 フォルダに移動させます。
プロモートを行っていると仮定します。 前と同様に、ソースのアイテムのリビジョンが 1.7 で、Q1 フォルダから Q2 フォルダ
に移動しています。一方で、ターゲットのアイテムのリビジョンは 1.5 で、フォルダも Q1 から移動されていません。 プロモー
トであるという理由から、ソースのアイテムをそれに対応するターゲットのアイテム同様のフォルダに移動させ、リビジョン番
号も一致させたいと考えることでしょう。 ソースのアイテムに対して行われた変更をターゲットのアイテムに反映することは
ありません。 理由は、ターゲット ビューが親ビューであり、ソース ビューが子ビューであるため、デフォルトで ビュー比較/
マージ はリバース共有を行うからです。 この結果、アイテムは双方のビューで Q2 フォルダに表示されるようになり、参照
ツリーでは親子の順に正しく表示されます。 ビュー比較/マージ がこの時点で停止すると、ターゲット ビューに 2 つのアイ
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テムが存在することになります。元のターゲットのアイテムは依然として、Q1 フォルダに残ります。 したがって、ビュー比
較/マージ は元のターゲットのアイテムも削除します。
関連概念
VCM マージのタイプ、ルール、およびシナリオ
関連手順
ビュー比較/マージでマージの競合を解決する
関連参照
VCM アクション判断のための条件
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VCM 差分タイプの理解
このトピックでは、ビュー比較/マージ（VCM）セッションで現われる一部の差分タイプについて詳しく説明します。
以下では、VCM セッションで現われる可能性のある一部の差分タイプと "ビュー比較/マージのアクション実行基準一覧"
におけるそれらの差分タイプの行番号を示します。 このセクションでは、各差分タイプのマージ アクションが最終的にデフ
ォルトの 失敗 になったときの対処について説明します。 失敗 したアイテムに対して別のマージ アクションが選択されない
限り、VCM セッションをコミットすることはできません。 これらの場合には何らかのデータ修復を行った後、VCM セッション
をやり直すことが多いでしょう。 時には、他のファイルをコミットできるように、このような状況を一時的に無視するだけの場
合もあります。 その場合は、後で修復を実行することができます。

親フォルダで失敗（行番号 100）
デフォルトのアクションは 失敗 です。
この差分タイプは動的に適用されます。 VCM セッションでマージ アクション 失敗 が既に割り当てられているフォルダにア
イテムが存在する場合は、常にそのアイテムも失敗し、差分タイプ 親フォルダで失敗（行番号 100）になります。 親フォルダ
のマージ アクションを変更した場合は、そのフォルダ内のアイテムのマージ アクションも変わります。
たとえば、親フォルダ B の差分タイプが ターゲット フォルダは、ソース ビューに変動共有があります。（行番号 200）であっ
たため、アイテム A の差分タイプが 親フォルダで失敗（行番号 100）になるとしましょう。 B のマージ アクションをデフォル
トの 失敗 から 無視する に変更すると、親フォルダはもう失敗しません。 アイテム A の差分タイプも 親フォルダは無視さ
れました。（行番号 110）に変わります。 アイテム A に加えた変更をコミットする場合は、フォルダ B をターゲット ビューでの
構成が変動でないように修正し、ビューを更新し、VCM セッションをやり直す必要があります。[

親フォルダは無視されました。 （行番号 110）
デフォルトのアクションは 無視する で、これは唯一使用可能なアクションでもあります。 この差分タイプは StarTeam 2008
Release 2 で新たに導入されたものです。 これは、以前の差分タイプ ソースで新規あり、ターゲットで親フォルダの削除あ
り（行番号 505）と ソースで新規あり、ターゲットで親フォルダの削除あり（プロモート）（行番号 515）（どちらもデフォルトのア
クションは 無視する）の代わりとなるものです。
この差分タイプは動的に適用されます。 VCM セッションによりマージ アクション 無視する が既に割り当てられているフォ
ルダにアイテムが存在する場合は、常にそのアイテムも無視され、差分タイプ 親フォルダは無視されました。（行番号
110）になります。 これにより、解決済みの他のアイテムをコミットできるようになります。
ただし、親フォルダを修正し、この差分タイプのアイテムをコミットすることもできます。 たとえば、親フォルダ B の差分タイ
プが ターゲットで削除あり（プロモート）（行番号 620）または ターゲットで削除あり（行番号 600）であったため、アイテム A
の差分タイプが 親フォルダは無視されました。（行番号 110）になるとしましょう。 削除されたフォルダがターゲット ビューに
元どおりあれば、B のマージ アクションをデフォルトの 無視する から 共有 または リバース共有 に変更することになるで
しょう。 親フォルダの問題が解決されたため、アイテム A の差分タイプは 親フォルダは無視されました。（行番号 110）から
より適切な差分タイプに変わります。 たとえば、このアイテムの差分タイプは ターゲットで削除あり（行番号 600）でも ソー
スで新規あり（行番号 500）でもかまいません。どちらの場合でも、これでアイテム A のマージ アクションを 共有 または リ
バース共有 に変更することができます。
差分タイプ 親フォルダで失敗 とは異なり、親フォルダは無視されました。（行番号 110）では通常、リポジトリに変更を加え
る必要はありません。 むしろこれは、親フォルダに関するそれまでの決定に基づいて 無視する のみ理にかなっているよう
な場合に用いられるのです。 たとえば、ファイルの差分タイプは ソースで新規あり（行番号 500）だが、親フォルダの差分タ
イプは ターゲットで削除あり（行番号 600）であったとしましょう。 このフォルダのデフォルト アクションは 無視する です。つ
まり、新規ファイルの共有先となるターゲットに親フォルダがないということです。 このファイルの差分タイプが 親フォルダ
は無視されました。（行番号 110）になるのはこのためです。 フォルダに対する優先アクションを 共有 に変更すると、ファイ
ルの差分タイプは ソースで新規あり、共有 になります。 差分タイプ 親フォルダは無視されました。（行番号 110）はもう適
用されません。
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子の変動共有（行番号 1210、1220、1230）
このセクションでは、子の変動共有（行番号 1210）、子の変動共有（プロモート）（行番号 1220）、子の変動共有、ソース未
分岐（プロモート）（行番号 1230）の 3 つの 変動共有 差分タイプについて説明します。 これらのタイプが現われるのは、ビ
ュー比較/マージ ウィザード で 子の変動共有を固定 オプションを使用する場合のみです。
ビュー比較/マージ ウィザード の 子の変動共有を固定 オプションの目的は、以下の条件を満たすアイテムをターゲット ビ
ュー内で見つけることです。

♦ 同じ分岐上にある。
♦ 親参照がソース ビューにある。
♦ 変動する。
VCM でどの差分タイプが選択されるかは、操作のタイプによって影響を受けます。 プロモート操作を実行していない場
合、差分タイプは 子の変動共有（行番号 1210）になります。 プロモート操作を実行している場合、StarTeam 2008 Release
2 Server 以降では、差分タイプは 子の変動共有、ソース未分岐（プロモート）（行番号 1230）になります。 StarTeam Server
のそれ以前のリリースでは、子の変動共有（プロモート）（行番号 1220）が表示されます。以前のリリースでは、多くの状況
でアイテムをリバース共有できなかったためです。
注: この場合、対応するアイテムの参照ツリーにおける関係のために、対応するアイテムが共通の祖先を持たず名前での
み一致した場合には、この差分タイプは表示されません。
変動する子アイテムは問題を引き起こすおそれがあります。 たとえば、ターゲットの変動子フォルダにアイテムを追加する
と、結果的に、そのアイテムが変動し複製としてソースに戻ってくる可能性があります。 ターゲットの変動アイテムに新しい
リビジョンを追加すると、そのリビジョンが変動して誤ってソースに戻ることになりかねません。 ビュー全体がすべて分岐ま
たは分岐なしの変動ビューの場合は、こうした事態が多数発生します。 だからこそ、StarTeam では現在、管理者によるサ
ーバーのセットアップに応じて、以下のいずれかが行われるのです。

♦ 変動ビューを恒久的に制限する。
♦ 変動ビューを高度な機能に位置づけて、最小限に抑える。

子の変動共有（行番号 1210）
デフォルトのアクションは 再固定 です。 オプションで、無視する を選択することができます。
StarTeam で用いられる最善かつ最も一般的な方法は、共有ツリーでの親 > 子関係をビュー階層での親 > 子関係に一致
させることです。
この差分タイプは、ビュー比較/マージ ウィザード で 子の変動共有を固定 オプションをオンにした場合にのみ現われま
す。 このオプションを使用すれば、ターゲットからソースにアイテムが逆戻りする際に、ソースで不要な複製を作成しないよ
うにすることができます。
ヒント: VCM を使用する前にデータを修正して不適切な変動共有をなくす方が通常はよいでしょう。 不要な複製はソース
ビュー以外のビューにも広がるおそれがあります。
ビュー比較/マージ ウィザード の 子の変動共有を固定 オプションの目的は、親参照がソース ビューにある変動アイテム
をターゲット ビュー内で見つけることです。 このため、再ベース操作では、親ビュー内のアイテムに対応するアイテムを子
ビュー内で見つけ、それらが変動アイテムであれば固定します。 差分タイプは 子の変動共有（行番号 1210）です。 この場
合に VCM で再固定できるようになっていると、この特定の VCM セッションのコミット時に変動アイテムはそのセッションの
構成日時に変更されます。 これらのアイテムに関する問題は今後発生しないので、これはうまいやり方です。
複製操作を実行する場合、参照ツリー内の参照とビュー ツリー内のビューの指す方向が同じ（親から子）でない可能性が
あります。 しかし、結果は同じになります。 VCM では、VCM セッションで扱う 2 つのビューはいずれにせよおそらく親子で
はないため、参照関係があってもこれらのアイテムを再固定することができます。
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注: この差分タイプには制限があります： つまり、VCM では、変動子アイテムが変動構成から固定構成に変わりますが、
ターゲット ビューのアイテムのみ固定されます。 他のビューには、これらのアイテムの変動参照が存在する可能性が
あります。 コミットを続行する場合、これら他のビューでは複製が行われる可能性があります。
たとえば、フォルダが親ビューから 2 つの子ビューのそれぞれに共有され、各子ビューで変更時分岐に設定されたもの
の、子ビューでは変動可能であったとしましょう。 VCM から警告が出たため、最初の子ビューのフォルダを変更して、今度
は固定されるようにします。 それでもなお、修正された子ビュー内のそのフォルダにあるアイテムを親ビューにプロモートす
ると、そのビューで何も介入がなければそのアイテムは親ビューから他の子ビューへと変動します。
変動ビューの作成がよく行われていた場合は、VCM のコミット操作を行う前に、プロジェクトのすべての子ビューに含まれ
るアイテムを固定するのが最善の策です。 また、変動アイテムが新しい場所に共有された後でそれらを固定するのもよい
やり方です。

子の変動共有、ソース未分岐（プロモート）（行番号 1230）
デフォルトのアクションは 削除とリバース共有 です。 使用可能なマージ アクションには、この他に 無視する と 再固定 が
あります。 この差分タイプは StarTeam 2008 Release 2 で新たに導入されたものです。
この差分タイプは、ビュー比較/マージ ウィザード で 子の変動共有を固定 オプションをオンにした場合に、プロモート操作
でのみ現われます。 このオプションを使用すれば、ターゲットからソースにアイテムが逆戻りする際に、ソースで不要な複
製を作成しないようにすることができます。
ヒント: VCM を使用する前にデータを修正して不適切な変動共有をなくす方が通常はよいでしょう。 不要な複製はソース
ビュー以外のビューにも広がるおそれがあります。
この差分タイプでは、プロモート操作時に変動共有が見つかったときに VCM で 失敗 以外のアクションを行うことも可能で
す。 削除とリバース共有 を実行する場合は、参照ツリーが修正されます。 どちらのアイテムも同じ分岐にあるので、再固
定も実行可能なオプションです。 不要な重複アイテムを発生させないからです。

ターゲット フォルダは、ソース ビューに変動共有があります。 （行番号 200）
デフォルトのアクションは 失敗 です。 オプションで、無視する を選択することができます。
この差分タイプは、VCM で処理されるアイテムがソース フォルダにのみ存在する場合にも現われます。 フォルダの問題が
なければ、このアイテムはいくつかの異なる差分タイプのいずれかに解決された可能性があります。

♦ 共有
♦ リバース共有
♦ 移動
♦ 上記アクションのいずれか 1 つを含む複合アクション（たとえば、移動とマージ や 削除とリバース共有 など）
このような状況は 失敗 状態を引き起こします。なぜなら、アイテムがターゲットで移動、共有、あるいはリバース共有され
た場合、そのアイテムの重複コピーがソース フォルダに逆戻りすることになるからです。 このアイテムの デフォルト アクシ
ョン 列には、共有 または実行可能な別のマージ アクションが表示される可能性があります。 これは、変動フォルダの問題
がなければ、アイテムのデフォルト マージ アクションが 共有 だったからです。 変動フォルダの問題があるため、VCM で
は、アイテムの差分タイプを ターゲット フォルダは、ソース ビューに変動共有があります。（行番号 200）差分タイプで上書
きします。 VCM では、ソース フォルダにアイテムの複数のコピーを発生させるのではなく 失敗 する方を選びます。
たとえば、フォルダが親ビューから子ビューに共有され、子ビューで 変更時に分岐 に設定されたものの、子ビューでは変
動可能であったとしましょう。 さらに、子ビューのフォルダに新しいファイルを追加し、そのアイテムを親ビューにプロモート
しようとしているとしましょう。 通常であれば、このファイルの差分タイプは ソースで新規あり で、VCM のデフォルト アクシ
ョンは リバース共有 になるところです。 しかし、この場合には、そのアクションを実行すると、このアイテムの重複コピーが
ソース フォルダに生成されることになります。 そのために、VCM は ソースで新規あり（プロモート）（行番号 510）ではなく、
ターゲット フォルダは、ソース ビューに変動共有があります。（行番号 200）を使用します。
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アイテムのアクションを 無視 に変更することでこのような状況を無視したうえで、セッションの残りをコミットすることができ
ます。 あるいは、セッションを終了し、ソース ビュー内のフォルダに移動して、その構成を変動から固定に手動で変更する
こともできます。 VCM セッションをやり直すと、差分タイプが ターゲット フォルダは、ソース ビューに変動共有があります。
（行番号 200）であったアイテムは、ソースで新規あり など、別の差分タイプになります。 このアイテムのデフォルト アクショ
ンは、先に挙げたマージ アクションのいずれかになり、失敗 状態にはなりません。
このフォルダの他の参照を調べて、それらも変動しないか確かめる（仮にそれらが他のビューにあったとしても）のが賢明で
しょう。 アイテムがこの操作に関与しない他のビューに変動しないことを確かめるためです。
詳細については、「VCM における変動共有を持つターゲット フォルダの扱い」を参照してください。

ソースで新規あり（行番号 500 ～ 520）
これら一連の差分タイプはすべて同じような名前ですが、それぞれの結果は非常に異なります。

ソースで新規あり（行番号 500）
デフォルトのアクションは 共有 です。 オプションで、無視する を選択することができます。
このアイテムはソースには存在しますが、ターゲット ビューに存在したことはありません。 これが再ベース操作である場
合、操作の方向はビュー ツリーと同じ、つまり親から子になります。 複製操作では、そうならない可能性があります。 とは
言え、どちらの操作でも、VCM は、このアイテムをソース内の現在の場所でターゲット ビューに共有し、その構成を VCM
セッションの日時に固定します。

ソースで新規あり（プロモート）（行番号 510）
デフォルトのアクションは リバース共有 です。 オプションで、無視する または 共有 を選択することができます
この差分タイプはプロモート操作でのみ現われます。 ソースで新規あり（行番号 500）と ソースで新規あり（プロモート）（行
番号 510）の違いは、VCM 操作の方向がビュー ツリーと反対の方向、つまり子から親になることだけです。
アイテムの参照ツリーの方向が必ずビュー ツリーと同じになるように、VCM ではリバース共有を行います。 次に、アイテム
の構成が VCM 操作の日時に固定されます。

ソースで新規あり、固定（プロモート）（行番号 530）
デフォルトのアクションは 失敗 です。 オプションで、無視する または 共有 を選択することができます。 （StarTeam 2008
Release 2 以降はサポートされていません）。
ソースで新規あり、固定（プロモート）（行番号 530）が現われるのは、削除されたルート参照がアイテムにある場合や、VCM
操作に関与しないビューからアイテムが共有されている場合です。 このアイテムのリビジョン 1.0 は、現在のアイテムが見
つかった場所には決してありません。 ソースで新規あり、固定（プロモート）（行番号 530）の場合、アイテムの構成は固定
されます。 アイテムを 無視する または 共有 することができます。
回避策： 分岐可能なアイテムであるフォルダ、ファイル、変更要求の場合は、アイテムが変更時に分岐できることを確かめ
たうえで、強制チェックインを行うことでファイルを強制的に分岐させる必要があります。 時には、フォルダ（およびその子フ
ォルダ）を作成し直して、削除されたルート参照がそれらのフォルダにもう存在しないようにする必要があります。
StarTeam 2008 Release 2 以降では、この差分タイプは、分岐不能なアイテム（要件、タスク、トピック）のうちルート共有で
ないものにのみ適用されます。 その現れ方は StarTeam 2008 Release 2 以前と同じです。 つまり、アイテムをどこか他か
ら明示的に共有した後、そのプロモートを試みる必要があります。 VCM ではアイテムを強制的に分岐させることができな
いため、リバース共有を行えません。
回避策は上記と同じです： つまり、アイテムを精査してソース共有がうっかり作成されていないか確認したうえで、アクショ
ンを 失敗 から 共有 に変更します。
StarTeam 2008 Release 2 では、フォルダ、ファイル、変更要求の差分タイプは、ソースで新規あり、共有（プロモート）（行番
号 520）でも ソースで新規あり、固定（プロモート）（行番号 530）でもなく、最終的に ソースで新規あり（プロモート）（行番
号 510）になります。 VCM では、この回避策を自動的に実行します。
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例を示すため、VCM セッションに関与しないビューから共有されているフォルダにある 2 ファイルのうち一方の参照を以下
の図に示します。 フォルダ全体は子ビュー間で共有されていました。 一方のファイルに示されている参照ツリーは、もう一
方のファイルおよびフォルダの場合と同じです。
この差分タイプはプロモート操作でのみ現われます。

変更なし
VCM から 変更なし のステータスが報告されても、アイテムが最後の VCM セッション以降変更されていないということでは
必ずしもありません。
たとえば、ある場所のアイテムを変更し、その変更が別の場所に伝播するとしましょう。 これら 2 つのアイテムが VCM セッ
ションで比較された場合、両者が同一であるため、VCM では 変更なし と報告します。
たとえば、比較中の両方のアイテムに変更が伝播したあと、子アイテムが再び変化し分岐するとしましょう。 VCM では、こ
のペアは同じであったが、その後、子が変化したと考えます。 両者が元の共有すなわち最後の VCM セッション以降に変
化したことはわかりません。

♦ 変更が両方のアイテムに伝播し一方が削除された場合、VCM では削除については報告しますが、変更については
報告しません。

♦ 変更が両方のアイテムに伝播したあと一方が移動された場合、VCM では移動についてのみ報告します。
このような変動の問題は、ビュー比較/マージのアクション実行基準一覧の多くの行に影響を及ぼす可能性があります。

ラベル移動
一方のビューのファイルともう一方のビューのファイルが共通の祖先を持ってはいるが異なる場所にある場合、移動が行わ
れたように見えるため、VCM では、それらのファイルが移動されたと報告します。 しかし、実際にはそうではない場合があ
ります。 それらのファイルが当初、一方のビューからもう一方のビューの異なる場所に手動で共有された可能性もありま
す。 その場合、移動は実際には行われていません。 VCM が実際に報告するのは、それらの場所が異なるということで
す。
すべてのファイルが、もう一方のビューの対応するフォルダ以外のフォルダに共有されたあと、対応するフォルダに移動さ
れたとしましょう。

♦ 同じ親フォルダ ビュー以外の場所にあるフォルダに共有した場合、たとえアイテムが移動されておらず、まだ元の共
有場所にあったとしても、VCM は 移動あり 識別子を返します。

♦ 親の場所以外のフォルダに共有したあと、その親の場所にアイテムを移動した場合、VCM ではその移動を登録しま
せん。 その代わり、そのアイテムを変更なしと記載します。

たとえば、ソースで移動あり（行番号 1900）のプロモートでは、

♦ SharerMoveTo がビュー 1 の Execution0 フォルダからビュー 2 の Execution0 フォルダに共有されたあと、ビュー
2 の MoveTo フォルダに移動されました。 VCM では ソースで移動あり を返しました。

♦ SharerMoveTo がビュー 1 の Execution0 フォルダからビュー 2 の Execution0 フォルダに共有されたあと、ビュー
2 の MoveTo フォルダに移動されました。 VCM では ソースで移動あり を返しました。

♦ Test3 がビュー 1 の Execution0 フォルダからビュー 2 の Moveto フォルダに共有されたあと、移動されませんでし
た。 VCM では ソースで移動あり を返し、サブフォルダは再び 変更なし と記載されました。
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関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
ビュー比較/マージ セッション パースペクティブ
VCM マージのタイプ、ルール、およびシナリオ
VCM アクション判断のための条件
VCM のアクション実行基準一覧
変動アイテム
VCM における変動共有を持つターゲット フォルダの扱い
ビュー マージ タイプのシナリオ
関連手順
ビューを比較およびマージする
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VCM における変動共有を持つターゲット フォルダの扱い
VCM は、その性質上、数多くの移動操作、共有操作、およびリバース共有操作を実行します。 1 つ以上のターゲット フォ
ルダが、リポジトリ内のほかの場所に子の変動共有を持つ場合、VCM が共有操作、リバース共有操作、または移動操作
を実行すると、コミット中にアイテムの余分なコピーが作成されることがあります。 アイテムが、リポジトリ内のほかの場所
に自動的に伝播して、しばしば、気付かないうちに子の変動共有が作成されていることもあります。 このような場合、自動
的に伝播を起すような操作を続けて実行すると、予期しない結果が生じる可能性があります。
これを防ぐために、VCM では、子の変動共有を持つフォルダが存在する場合の防衛策を講じています。 VCM は、アクティ
ブな子の変動共有を持つターゲット フォルダに、アイテムが共有、リバース共有、または移動されようとしている状況を認識
して、その操作を禁止し、失敗を報告します。 この状況を解決するには、セッションをコミットする前に、失敗した差分を確認
してアクションを（たとえば、無視に）変更したり、変動共有の問題を修正してから VCM セッションを再実行します。
注: 複数の共有が行われているアイテムと一致する場合、VCM では、ソース ビューとターゲット ビューの間で、親/子共有
関係が親/子関係と同じである一致が優先されます。

VCM における移動操作の例
移動操作は、VCM においては興味深い問題です。 次の例を考えてみます。

この例では、あるアイテムが、子ビュー内で移動および変更されています。 次に、その変更を親ビューにプロモートするた
めに、VCM を使用します。
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ユーザーは、File.doc の現在のアクションとして、"移動とマージ" を選択しようとします。 この場合、選択されたアクション
によって、このアイテムが Folder B に移動します。 このフォルダは、リポジトリのどこかに子の変動共有を持ちます。 した
がって、VCM は、この移動操作の実行を阻止しなければなりません。
一方、ユーザーがアクションを "マージ" に設定しようとした場合は、そのアイテムは既存のフォルダに残るので、この操作
は許可されます。 このように、VCM は、特定の操作がターゲット フォルダを変更する可能性を認識して、ターゲット フォル
ダの変化に応じて、アクションを適切に有効または無効にしなければなりません。

ターゲット フォルダに変動共有あり
VCM エンジンには、"ターゲット フォルダに変動共有あり" と呼ばれる差分タイプがあります。この差分タイプは、ソース ア
イテムとターゲット アイテムの関係を記述した、MatchState（一致条件） に基づく VCM のアクション実行基準一覧から
は選択されません。この点が、ほかの差分タイプと異なります。 その代わりに、現在選択されているアクションの結果得ら
れるターゲット フォルダの分析に基づいて、与えられた アイテム差分 のコンテキスト内の既存の 差分タイプ を上書きし
ます。
再び、上の例を考えてみます。 VCM のアクション実行基準一覧を参考として使用します。このテーブルでは、行番号 200
が "ターゲット フォルダはソース ビューに変動共有あり" で、行番号 2500 が "ソースで移動と変更あり、ターゲットは他の
分岐上に存在" になっています。 この場合、File.doc に対して、アクション実行基準一覧から選択される差分タイプは次
のようになります。
Row [30]: Moved and modified in source, target on different branch
Action: Merge
Legal Actions: Merge; Ignore; Move; Mark Resolved; Move and Merge; Overwrite

クライアント アプリケーションが、このアイテム差分の差分タイプを要求した場合、VCM エンジンは、現在選択されているア
クションを見て、移動、共有、またはリバース共有が実行されるかどうかを判断します。 この時点で、現在のアクションがマ
ージの場合は、何も特別なことは起こりません。
ここで、ユーザーがアクションを移動とマージに設定したとします。 この場合は、クライアント アプリケーションがこの アイ
テム差分 の差分タイプを要求すると、VCM エンジンは、移動操作を検出して、新しいターゲット フォルダが子の変動共有
を持つかどうかを判断します。 変動共有を持つ場合、エンジンは、実際の差分タイプを返さずに、"ターゲット フォルダに変
動共有あり" を返します。
さらに、VCM エンジンは、現在のアクションと有効なアクション セットとして、別のアクションを提示します。 これらのアクショ
ンは、問題のあるアクションをすべて削除して "失敗" で置き換えることによって、動的に決定されます。 このように、行番
号 2500 を行番号 200 で上書きすることによって、VCM エンジンは、クライアント アプリケーションに差分タイプを公開しま
す。
Row [2]: Target folder has floating child shares
Action: Fail
Legal Actions: Fail; Merge; Ignore; Mark Resolved; Overwrite

次に、ユーザーが現在のアクションをマージに戻したとします。 この時点では、VCM エンジンは、もう行番号 2500 を行番
号 200 で上書きする必要はありません。 VCM エンジンは、差分タイプ、現在のアクション、有効なアクション セットを、変更
せずにそのまま公開します。

変動共有をチェックする頻度
変動共有が新たに追加されるのを防ぐ方法はありません。 したがって、いくら VCM がチェックしても、その後すぐに新しい
変動共有が追加されて、それを見逃してしまう可能性が常にあります。
頻繁に子の変動共有をチェックすることによって、それを見逃す可能性は低くなります。 ただし、このテストは時間がかかる
上に、リソースを消費するので、許容できないほどのパフォーマンスになるかもしれません。
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現在のところ、VCM は、ソース ビュー内の子の変動共有のみをチェックします。 これは、ソース ビューが既に開いており、
ソース ビューのチェックの方が簡単に素早く実行できるからです。
パフォーマンスを向上させるために、VCM は、各ターゲット フォルダをセッションごとに最大 1 回チェックします。 ただし、セ
ッションを保存した後で、それを復元した場合は、そのセッションが復元されたときに VCM は再度チェックを行います。
関連概念
VCM マージのタイプ、ルール、およびシナリオ
VCM 差分タイプの理解
関連手順
ビュー比較/マージの動作を変更する
関連参照
VCM アクション判断のための条件
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ビューの [比較のみ] 差分テーブル
2 つのビューの差分だけを表示するときは、[比較のみ] の VCM セッションを実行できます。 この場合、アクションは必要な
いので、VCM はデフォルト アクションや取り得るアクションは何も決めません。 [比較のみ] の VCM セッションは、ソース
ビューとターゲット ビューにあるアイテム間の差分を示すだけです。

ビューの [比較のみ] 差分の一覧表
以下の表に、ビューの [比較のみ] セッション中にアイテム間の差分を判断する条件を示します。 表の後で、表の解釈方法
について説明します。
一覧表の凡例
ソース = ソース ビュー
ターゲット = ターゲット ビュー
T = True
F = False
空欄 = 適用外、またはどちらでも良い

ビューの [比較のみ] セッションにおける差分条件一覧
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表の解釈
この一覧表の行の解釈方法を、以下の例で説明します（カラムを左から右に読みます）。

行番号 500：ソースで新規あり
条件と基準：

♦ ソース ビューに新規ファイルが存在。
♦ ファイルがソースに存在することは、存在列のソース ヘッダの下の T（True）で示されます。
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♦ ファイルがターゲットに存在しないことは、存在列のターゲット ヘッダの下の F（False）で示されます。
♦ ファイルがソースから削除されていないことは、削除済み列のソース ヘッダの下の F で示されます。
♦ 残りの列は、このケースでは使用されず空欄となります。 たとえば、アイテムがターゲットから削除されたかどうかは
問題ではないため、削除済みターゲットの列は空欄となります。

行番号 1200：ソースとターゲットは同一
条件と基準：

♦ ソース ビューとターゲット ビューのファイルが一致。
♦ ファイルがソース、ターゲット共に存在することは、存在列のソース ヘッダおよびターゲット ヘッダの下の T（True）で
示されます。

♦ ファイルがソース、ターゲット共に削除されていないことは、削除済み列のソース ヘッダおよびターゲット ヘッダの下
の F（False）で示されます。

♦ ファイルがソース、ターゲット共に変更されていないことは、変更済み列のソース ヘッダおよびターゲット ヘッダの下
の F（False）で示されます。

♦ ファイルがソース、ターゲット共に移動されていないことは、移動済み列のソース ヘッダおよびターゲット ヘッダの下
の F（False）で示されます。

♦ ファイルがソース、ターゲット共に同じ分岐に存在することは、他の分岐上に存在列の F（False）で示されます。
♦ 残りの列は、このケースでは使用されず空欄となります。

行番号 1900：ソースで移動あり
条件と基準：

♦ ファイルが、ソース ビュー内で移動されています。
♦ ファイルがソース、ターゲット共に存在することは、存在列のソース ヘッダおよびターゲット ヘッダの下の T（True）で
示されます。

♦ ファイルがソース、ターゲット共に削除されていないことは、削除済み列のソース ヘッダおよびターゲット ヘッダの下
の F（False）で示されます。

♦ ファイルがソース、ターゲット共に変更されていないことは、変更済み列のソース ヘッダおよびターゲット ヘッダの下
の F（False）で示されます。

♦ ファイルがソース内で移動されていることは、移動済み列のソース ヘッダの下の T（True）で、ターゲット内で移動され
ていないことは、ターゲット ヘッダの下の F（False）で示されます。

♦ ファイルがソースまたはターゲットで他の分岐上に存在しないことは、他の分岐上に存在列の F（False）で示されま
す。

♦ 残りの列は、このケースでは使用されず空欄となります。

行番号 2400：ソースで移動と変更あり
条件と基準：

♦ ソース ビュー内でファイルが移動され、変更されています。
♦ ファイルがソース、ターゲット共に存在することは、存在列のソース ヘッダおよびターゲット ヘッダの下の T（True）で
示されます。
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♦ ファイルがソース、ターゲット共に削除されていないことは、削除済み列のソース ヘッダおよびターゲット ヘッダの下
の F（False）で示されます。

♦ ファイルがソースで変更されていることは、変更済み列のソース ヘッダの下の T（True）で示されます。 このケースで
はターゲットのセルは使用しないために空欄となります。

♦ ファイルがソース内で移動されていることは、移動済み列のソース ヘッダの下の T（True）で、ターゲット内で移動され
ていないことは、ターゲット ヘッダの下の F（False）で示されます。

♦ ファイルがソースまたはターゲットで他の分岐上に存在しないことは、他の分岐上に存在列の F（False）で示されま
す。

♦ 残りの列は、このケースでは使用されず空欄となります。
関連概念
VCM マージのタイプ、ルール、およびシナリオ
関連手順
ビュー比較/マージの動作を変更する
関連参照
VCM アクション判断のための条件
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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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プロジェクトおよびアイテムへのクイック アクセス
StarTeam では、プロジェクト、ビュー、フォルダ、およびアイテム（ファイル、変更要求、要件、タスク、およびトピック）にリン
クする URL ショートカットを開くことができます。 ショートカットの作成によって、ユーザーは、簡単かつすばやく、プロジェク
ト内のアイテムにアクセスできます。

デスクトップ ショートカット
プロジェクト ビューに頻繁にアクセスする場合、ショートカットとしてデスクトップ上にビューを保存すると便利な場合があり
ます。 ショートカットをダブルクリックすると、アプリケーションが起動し、ショートカットに関連付けられているビューが開きま
す。 また、追跡中のアイテムへのデスクトップ ショートカットも作成できます。 ショートカットを開くとアプリケーションが起動
され、ショートカットを作成した時点での構成でプロジェクト ビューが開いて、そのアイテムのプロパティ ダイアログが表示さ
れます。

URL ショートカット
ユーザーは、アイテムに対する URL と HTML 表現を作成し、それを Windows のクリップボードにコピーできます。 アプリケ
ーションによっては、貼り付け操作によって、その URL または HTML 表現をアプリケーションに転送できます。 たとえば、
ファイル リストの名前を HTML 表現を使って Microsoft Excel のスプレッド シートにコピーできます。 StarTeam を使用する
ために、ファイル リストの URL を電子メールで同僚に送信することもできます（ただし、電子メールアプリケーションが HTML
での貼り付け操作を変換しない場合）。 ただし、すべてのアプリケーションが HTML 形式での貼り付けをサポートしている
とは限りません。Word、Excel、Outlook は HTML データをサポートしています。
他の URL と同様に、StarTeam URL にも接続先のサーバーの名前が含まれています。 組織によっては、インターネットと
企業内イントラネットの両方からサーバーにアクセスできる場合があります。 このような場合、1 つのサーバーが 2 つの異
なる IP アドレスを持っています。 ユーザーが、サーバーを参照するためのサーバー リストを、DNS 名ではなく IP アドレス
で設定している場合、そのクライアントによって生成された URL は、その IP アドレスが存在するネットワークからしか利用
できません。
StarTeam クライアントがアイテムに対して作成する URL タイプは、[個人用オプション] ダイアログのそれぞれのタブでアイ
テムごとに設定します。 ただし、例外が 1 つあります。 フォルダに対する URL タイプを設定する方法がないので、フォルダ
には、常に ID ベースの URL タイプが使われます。 また、[個人用オプション] ダイアログで、アイテムの HTML 表現を作成
するために使用するテンプレートを指定することもできます。 ただし、プロジェクト、ビュー、およびフォルダに対する HTML
表現はありません。

♦ プロジェクトを参照する URL の場合は、そのプロジェクトのデフォルトのビューが開きます。
♦ ビューまたはフォルダを参照する URL の場合は、そのビューまたはフォルダが開きます。
♦ アイテムを参照する URL の場合は、そのアイテムのビューが開きます。フォルダ ツリーでは、そのアイテムの親フォ

ルダが選択されます。そのアイテム タイプが選択され、上部ペインのアイテム リストまたはツリーでは、そのアイテム
そのものが選択されます。

URL は ID ベースでも、名前ベースでもかまいません。 各アイテム タイプの初期のデフォルトは、ID ベースです。 下記の
サンプル URL は、ID ベースと名前ベースの基本的な違いを示しています。 両方とも、あるプロジェクトのルート ビュー内
のファイルを表しています。 2 つのうち先にある方が ID ベースの URL です。
starteam://hostname:49201/12;ns=Project;scheme=id/ 154;ns=View;scheme=id/869958;ns=File;scheme=id;scope=full;
starteam://hostname:49201/myproject/myview/path to myfile;scope full;

ID ベースの URL のメリットは、アイテムを別のフォルダに移動したり、ファイル名を変更しても、そのアイテムの場所を示す
ことができる点です。 名前ベースの URL のメリットは、さまざまな StarTeam オブジェクトをいつの時点でも見つけることが
できる点です。 たとえば、あるファイルを削除した後に、再度それを追加しても（新しい ID が付加される）、そのファイルを
見つけることができます。
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関連概念
個人用オプション
Toolbar Utility
関連手順
ショートカットを作成する
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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
ログオンおよびログオフする
サーバーに対するログオンとログオフに関連するタスクについて説明します。
ユーザーのクライアントを設定する
クライアントの設定に関連する手順を説明します。
Toolbar Utility を利用する
Toolbar Utility の使用に関連する手順について説明します。
プロジェクトを管理する
プロジェクトの管理に関連する手順を説明します。
ビューを管理する
ビューの管理に関連するタスクについて説明します。
分岐操作
分岐に関連するタスクについて説明します。
ビューを比較およびマージする
ビューの比較とマージに関連する手順を説明します。
ファイルとフォルダを比較およびマージする
ファイルとフォルダの比較とマージに関連するタスクについて説明します。
フォルダとアイテムで作業する
フォルダとアイテムでの作業に関連する手順を説明します。
ファイルを管理する
ファイルの管理に関連するタスクについて説明します。
変更要求で作業する
変更要求での作業に関連するタスクについて説明します。
要件を使用する
要件の使用に関連するタスクについて説明します。
タスクを利用する
タスクの利用に関連する手順を説明します。
トピックを使用する
トピックの使用に関連するタスクについて説明します。
監査ログを表示する
監査ログの表示させるための作業手順を説明します。
ラベルとプロモーション状態を管理する
ラベルとプロモーション状態の管理に関連したタスクについて説明します。
アイテムをリンクおよびリンク解除する
アイテムのリンクおよびリンク解除に関連するタスクについて説明します。
データをクエリする
データのクエリに関連するタスクについて説明します。
データをフィルタリングする
データのフィルタリングに関連するタスクについて説明します。
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処理ルールと処理アイテムを指定する
処理ルールと処理アイテムに関連するタスクについて説明します。
ショートカットおよび URL からプロジェクトおよびアイテムにアクセスする
ショートカットや URL を使用してプロジェクトやアイテムにアクセスする関連タスクについて説明します。
リビジョンで作業する
リビジョンでの作業に関連するタスクについて説明します。
プロパティで作業する
プロパティでの作業に関連する手順を説明します。
レポートを作成およびデータをエクスポートする
レポートの作成とデータのエクスポートに関連したタスクについて説明します。
レポートをカスタマイズする
レポートのカスタマイズに関連した操作手順を説明します。
グラフを作成する
グラフの作成に関連するタスクについて説明します。
ショートカットおよび URL からプロジェクトおよびアイテムにアクセスする
ショートカットや URL を使用してプロジェクトやアイテムにアクセスする関連タスクについて説明します。
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ログオンおよびログオフする
このセクションでは、StarTeam Server に対するログオンとログオフに関連するタスクについて説明します。
このセクションの内容
Toolbar Utility でサーバーにログオンする
サーバーにログオンする方法を説明します。
サーバーにログオンおよびプロジェクトを開始する
サーバーにログオンおよびプロジェクトを開く方法を説明します。
ログオフする
StarTeam Server からログオフする方法を説明します。
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Toolbar Utility でサーバーにログオンする
この手順では、StarTeam でサーバーにログオンする手順を説明します。

サーバーにログオンする。
1

プロジェクト

2

サーバー/プロジェクト ツリー でサーバーを選択し、別のユーザーでログオン... をクリックすると、<サーバー名> にロ
グオン ダイアログ ボックスが開きます。
注:

開く... を選択し、プロジェクトを開く ウィザードを起動します。

対象のサーバーが一覧に表示されない場合は、サーバーの追加... をクリックして新しいサーバー
構成を追加します。

3

このサーバーの ユーザー名 と パスワード を入力します。

4

このサーバーにログオンするときに使用したユーザー名とパスワードを Toolbar Utility でキャッシュに保存する場合
は、このサーバーのデフォルトのログオン認証として保存 チェックボックスをオンにします。
注:

5

Toolbar Utility で 各サーバーに対して同じユーザー名/パスワードを使用 チェックボックスをオフに
すると、各サーバーに対して異なるユーザー名とパスワードを保存できます （現在キャッシュされて
いるサーバー/ユーザーの組み合わせは、展開された Toolbar Utility ウィンドウで確認できます）。

OK をクリックします。

関連概念
Toolbar Utility
関連手順
サーバー構成を追加する
Toolbar Utility を開くおよび閉じる
Toolbar Utility でアプリケーションを起動する
Toolbar Utility をカスタマイズする
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サーバーにログオンおよびプロジェクトを開始する
新しいプロジェクトを作成する、既存のプロジェクトを開くためには、プロジェクトに対するサーバー構成を選択してログオン
する必要があります。

StarTeam にログオンし、プロジェクトを作成または開くには：
1

デスクトップのアイコンをクリックして、または スタート
して、アプリケーションを起動します。

2

プロジェクト

新規作成... または プロジェクト

プログラム

StarTeam<StarTeam クライアント名> を実行

開く... を選択します。

初めてログオンした場合は、<サーバー名> にログオン ダイアログ ボックスが表示されます。
3

テキスト ボックスに、ユーザー名 と パスワード を入力します。
注:

4

パスワードは大文字と小文字が区別され、長さに制限が設けられている場合があります。

このサーバーのデフォルトのログオン認証として保存 チェックボックスをオンにして、OK をクリックします。
[新規プロジェクト ウィザード] または [プロジェクトを開くウィザード] が表示されて、プロジェクトを新規作成、または既
存プロジェクトを使用できるようになります。 Windows プラットフォームでは、StarTeam にログオンするとシステム トレ
イに Toolbar Utility アイコンも表示されます。 Toolbar Utility により、作業セッション中にアクセスした各サーバーのデ
フォルトのログオン認証がキャッシュに保存されます。 これにより、同じサーバーに繰り返しログオンする必要がなくな
ります。

5

オプションで、デフォルトの構成が現在保存されているサーバーのリストを見るには、Toolbar Utility アイコンをクリック
し、開く を選択します。

6

オプションで、Toolbar Utility アイコンをダブルクリックして、各サーバーに対して同じユーザー名/パスワードを使用 チ
ェックボックスをオンにすると、1 回ログオンするだけで複数のサーバー構成にアクセスできます。

Visual Studio で StarTeam にログオンし、プロジェクトを開始するには：
1

Visual Studio を開き、StarTeam

ソリューションを取得... を選択します。

これにより、StarTeam からソリューションを取得 ダイアログ ボックスが表示されます。
2

ドロップダウン リストから StarTeam Server を選択し、別のユーザーでログオン... をクリックします。
<サーバー名> にログオン ダイアログ ボックスが開きます。

3

テキスト ボックスに、ユーザー名 と パスワード を入力します。
注:

パスワードは大文字と小文字が区別され、長さに制限が設けられている場合があります。

4

プロジェクト名 と ビューのパス を選択します（デフォルトと異なる場合）。

5

作業フォルダについても、最初に表示されているものと違う場所にしたい場合には、そこまでブラウズします。

6

使用するソリューション ファイルを選択し、OK をクリックします。

別のユーザーとしてログオンするには：
1

デスクトップのアイコンをクリックして、または スタート
して、アプリケーションを起動します。

2

プロジェクト

3

別のユーザーでログオン... ボタンをクリックします。

新規作成... または プロジェクト

プログラム

開く... を選択します。
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StarTeam<StarTeam クライアント名> を実行

<サーバー名> にログオン ダイアログ ボックスが開きます。
4

代わりの ユーザー名 と パスワード を入力します。

5

このサーバーに対するユーザーのデフォルトのログオン認証を新しいユーザー名とパスワードで再設定する場合は、
このサーバーのデフォルトのログオン認証として保存 チェックボックスをオンにします。 この名前は、リストのサーバー
構成名の後に括弧付きで表示されます。

6

OK をクリックしてログオンします。

関連概念
プロジェクトの概要
関連手順
サーバー構成を追加する
Toolbar Utility でアプリケーションを起動する
接続のプロパティを表示する
ログオフする
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ログオフする
この手順では、StarTeam Server からログオフする方法を説明します。

StarTeam Server からログオフするには：
1

ログオフ対象のサーバー上のプロジェクト ビューに StarTeam クライアント ウィンドウを切り替えます。

2

StarTeam メイン メニューから プロジェクト

ログオフ を選択します。

サーバーから完全にログオフするか確認するダイアログ ボックスが表示されます。
3

はい をクリックして続行します。
StarTeam により、今回の StarTeam セッションの間にログインしたこのサーバーのすべてのビューが閉じられます。

関連概念
プロジェクトの概要
関連手順
サーバー構成を追加する
Toolbar Utility でアプリケーションを起動する
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ユーザーのクライアントを設定する
クライアントの設定に関連する手順を説明します。
このセクションの内容
[詳細] ペインのカスタマイズ
Cross-Platform Client の詳細（下部）ペインで表示するフィールドをカスタマイズする方法を説明します。
Toolbar Utility でツールのプロパティを変更する
Toolbar Utility でツールのショートカットのプロパティを変更する方法を説明します。
Toolbar Utility をカスタマイズする
Toolbar Utility をカスタマイズする方法を説明します。
Toolbar Utility を更新する
ツールを追加または削除した後、Toolbar Utility ウィンドウを更新する方法を説明します。
クライアントでコンポーネント タブの表示順を構成する
StarTeam クライアントの上部ペインでコンポーネント タブの表示順を変更する方法を説明します。
クライアントで通知を表示する
システム トレイに自分に影響のある障害、変更要求、要件、トピック、またはタスクの通知を表示するようにクライ
アントを構成する方法を説明します。
サーバー構成を追加する
Cross-Platform Client やサーバー管理ツールで新しいサーバー構成を追加する方法を説明します。
ツールを Toolbar Utility から削除する
ツール ショートカットを Toolbar Utility のツールバーから削除する方法を説明します。
ツールを Toolbar Utility に追加する
ツールとしてアプリケーションを Toolbar Utility に追加する方法を説明します。
デフォルト言語とロケールを変更する
StarTeam のデフォルト言語とロケールを変更する方法を説明します。
データをソートおよび分類する
データをソートおよび分類する方法を説明します。
ファイル ステータス情報の保存方法を制御する
ファイル ステータス情報の保存場所の指定方法を説明します。
ユーザーのアカウント情報を編集する
ユーザーのアカウント情報を編集する方法を説明します。
ユーザーのパスワードを変更する
サーバー構成に対するユーザーのパスワードを作成および追加する方法を説明します。
ログ オプションを表示およびカスタマイズする
ログ ファイルに収集する情報をカスタマイズする方法を説明します。
代替エディタ、マージ、比較ユーティリティを構成する
代替エディタ、マージ、比較ユーティリティを使用するため StarTeam を構成する方法を説明します。
個人用オプションをカスタマイズする
アプリケーションをカスタマイズするため個人用オプションを設定する方法を説明します。
追加フィールドを表示する
上部ペインに表示する各列を制御する方法を説明します。
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[詳細] ペインのカスタマイズ
starteam-servers.xml と starteam-client-options.xml ファイルと同じフォルダに正確な名前とフォーマットの HTML
テンプレートを配置することで、ワークステーション単位で Cross-Platform Client の 詳細（下部）ペインの表示フォーマット
と内容を変更できます。 たとえば、Windows システムでは、これらのファイルは <ドライブ>:\Documents and Settings\<
ユーザー名>\Application Data\Borland\StarTeam フォルダにあります。
サンプルの 詳細 ペイン テンプレートは、Cross-Platform Client のルート インストール フォルダ以下の、samples\detailstemplates フォルダにインストールされます。
テンプレート ファイルの名前により、変更対象の StarTeam コンポーネントを決定します。 たとえば、
changerequest.details.html という名前のテンプレートは、変更要求コンポーネントに対する 詳細 ペインの表示フォー
マットと内容を制御します。

ワークステーションで [詳細] ペインをカスタマイズするには：
1

カスタマイズする対象のコンポーネント用の HTML テンプレート ファイルを作成します。 たとえば、変更要求に対する
詳細 ペインの内容をフォーマットする場合は、changerequest.details.html という名前のテンプレート ファイルを作
成します。
カスタマイズするコンポーネントの [詳細] ペインに対して次のファイル名を使用する必要があります。

♦ folder.details.html
♦ file.details.html
♦ changerequest.details.html
♦ task.details.html
♦ topic.details.html
♦ requirement.details.html
♦ changepackage.details.html
ヒント:

2

詳細 ペインをカスタマイズするために独自のテンプレートを作成する雛形として使用できるサン
プル テンプレート ファイルを確認するには、このトピックの最後にあるリンクを参照してくださ
い。

必要な修正をテンプレート ファイルに行います。
形式については、サンプル テンプレート ファイルにある例を参考にしてください。 詳細 ペインの HTML テンプレートで
使用されるフィールドは、ダブルチルダ ~~ 文字で囲まれているときにはクライアントで認識できます。 たとえば、
~~Status~~ は、変更要求プロパティ ダイアログ ボックスにあるステータス フィールドを表します。

3

starteam-servers.xml および starteam-client-options.xml ファイルのあるディレクトリにテンプレート ファイルを
保存します。 たとえば、Windows システムでは、これらのファイルは <ドライブ>:\Documents and Settings\<ユー
ザー名>\Application Data\Borland\StarTeam フォルダにあります。

関連参照
[詳細] ペイン カスタマイズの参照
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Toolbar Utility でツールのプロパティを変更する
場合により、Toolbar ユーティティ でツールのショートカット プロパティを変更する必要があります。 たとえば、プログラムの
バージョン番号が含まれるように、ツールの名前を変更できます。 または、ショートカットの作成時にデフォルトの名前をそ
のまま使用し、後からその名前を、実行可能ファイルの名前からより説明的な別の名前に変更できます。
Toolbar Utility のショートカットのプロパティを変更することは、デスクトップ ショートカットのプロパティを変更することによく
似ています。 両方とも同じ プロパティ ダイアログ ボックスを使用します。
注: Windows NT の プロパティ ダイアログ ボックスでは、ショートカットの名前を変更できません。 ただし、下の 2 番目に
説明する手順で、（ショートカットの名前を編集することによって）[エクスプローラ] ウィンドウからショートカットの名前を
変更できます。

ツールのプロパティを変更するには：
1

以下のいずれかの操作を実行して、プロパティ ダイアログ ボックスを開きます。

♦ Toolbar Utility のツールバーのツール アイコンを右クリックして、ツールの変更... をクリックします。
♦ Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域上で右クリックし、Tools フォルダを開く を選択します。 表示された
[エクスプローラ] ウィンドウで、ツールのプログラム ショートカットを右クリックして プロパティ を選択します。

2

ショートカットのプロパティを変更し、完了したら OK をクリックします。

Windows NT でツールの名前を変更するには：
1

Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域上で右クリックし、Tools フォルダを開く を選択します。

2

表示された [エクスプローラ] ウィンドウで、以下のいずれかを実行します。

♦ ツールのプログラム ショートカットを右クリックして 名前の変更 コマンドを選択します。
♦ ツールのプログラム ショートカットをクリックし、アイコンの下のテキストをもう一度クリックします。
3

名前を編集して ENTER キーを押します。

4

Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域上で右クリックし、ツールの更新 を選択します。

関連概念
Toolbar Utility
関連手順
Toolbar
Toolbar
Toolbar
Toolbar

Utility
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をカスタマイズする
を開くおよび閉じる
でサーバーにログオンする
でアプリケーションを起動する
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Toolbar Utility をカスタマイズする
Toolbar Utility のツールバーには、ワークステーション上にインストールされている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 Utility から他のプログラムを起動する場合、ツールバーにそのプログラムへのショートカッ
トを追加する必要があります。 Toolbar 上では、各ツールのプログラム ショートカットの名前に基づいて、アルファベット順
でツールが表示されます。
Toolbar は以下のいずれかの方法でカスタマイズできます。

♦ Toolbar Utility のコンテキスト メニューのコマンドを使用します。このメニューを表示するには、ツールバー領域上で
右クリックします。

♦ エクスプローラ ウィンドウを使用して、Toolbar Utility の Tools フォルダ内のプログラム ショートカットを直接操作しま
す。

注: ツールを追加、変更、または削除した後で、ツールの更新 コマンドを使用して、ウィンドウのツールバー領域および シ
ステム トレイ アイコンのコンテキスト メニューに変更内容を反映させる必要があります。

Toolbar Utility をカスタマイズするには、次のいずれかを実行します。
1

ツールバーのツールとしてアプリケーションを Toolbar Utility に追加します。
ツールを Toolbar Utility に追加する

2

ツールのプロパティを変更します。
Toolbar Utility でツールのプロパティを変更する

3

ツールを削除します。
ツールを Toolbar Utility から削除する

4

Toolbar Utility ウィンドウを更新します。
Toolbar Utility を更新する

関連概念
Toolbar Utility
関連手順
Toolbar Utility を開くおよび閉じる
Toolbar Utility でサーバーにログオンする
Toolbar Utility でアプリケーションを起動する

278

ツールを Toolbar Utility に追加する
以下のいずれかの方法で、Toolbar にツールを追加できます。

♦ 新しいプログラム ショートカットを作成する（ツールの追加... コマンドを選択して表示されるウィザードを使用）。
♦ 既存のプログラム ショートカットを、Toolbar Utility の Tools フォルダにコピーする。
注: Toolbar Utility にツールを追加した後で、ツールの更新 コマンドを選択して、ウィンドウのツールバー領域およびシステ
ム トレイ アイコンのコンテキスト メニューを更新する必要があります （ツールのプロパティを変更することもできま
す）。
Toolbar Utility に多くのツールを追加しすぎて、ウィンドウの現在のサイズではすべてのツールを表
示できない場合、すべてのツールアイコンが表示されるようにウィンドウを拡大できます。

新しいショートカットを作成することによってツールを追加するには：
1

Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域上で右クリックし、ツールの追加... を選択します。

2

表示されたウィザードの ショートカットの作成 ページで、ツールを起動するためのコマンドラインを指定して 次へ > を
クリックします。
プログラムの実行可能ファイルの正確な場所が分からない場合、参照... ボタンをクリックしてダイアログ ボックスを開
き、必要なファイルを探して選択できます。

3

ウィザードの 名前の指定 ページで、ツールのショートカットの名前を指定して 完了 をクリックします。
指定されたプログラム ショートカットが、Toolbar Utility の Tools フォルダに作成されます。

4

Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域上で右クリックし、ツールの更新 を選択します。
ツールのアイコンがウィンドウのツールバー領域に追加され、ショートカットの名前が システム トレイ アイコンのコンテ
キスト メニューに追加されます。

既存のショートカットをコピーすることによってツールを追加するには：
1

Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域上で右クリックし、Tools フォルダを開く を選択します。
Windows のエクスプローラ ウィンドウにそのフォルダの内容が表示されます。フォルダの内容は、Toolbar 上のツール
のプログラム ショートカットで構成されます。

2

Windows エクスプローラで、既存のプログラム ショートカットを探します。 （Windows NT では、ファイルの種類 ショー
トカット を探します。 それ以降のエディションの Windows では、*.lnk という名前のファイルを探します）。

3

既存のプログラム ショートカットを、Toolbar Utility の Tools フォルダにコピーします。

4

Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域上で右クリックし、ツールの更新 を選択します。
ツールのアイコンがウィンドウのツールバー領域に追加され、ショートカットの名前が システム トレイ アイコンのコンテ
キスト メニューに追加されます。
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Toolbar Utility でツールのプロパティを変更する
場合により、Toolbar ユーティティ でツールのショートカット プロパティを変更する必要があります。 たとえば、プログラムの
バージョン番号が含まれるように、ツールの名前を変更できます。 または、ショートカットの作成時にデフォルトの名前をそ
のまま使用し、後からその名前を、実行可能ファイルの名前からより説明的な別の名前に変更できます。
Toolbar Utility のショートカットのプロパティを変更することは、デスクトップ ショートカットのプロパティを変更することによく
似ています。 両方とも同じ プロパティ ダイアログ ボックスを使用します。
注: Windows NT の プロパティ ダイアログ ボックスでは、ショートカットの名前を変更できません。 ただし、下の 2 番目に
説明する手順で、（ショートカットの名前を編集することによって）[エクスプローラ] ウィンドウからショートカットの名前を
変更できます。

ツールのプロパティを変更するには：
1

以下のいずれかの操作を実行して、プロパティ ダイアログ ボックスを開きます。

♦ Toolbar Utility のツールバーのツール アイコンを右クリックして、ツールの変更... をクリックします。
♦ Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域上で右クリックし、Tools フォルダを開く を選択します。 表示された
[エクスプローラ] ウィンドウで、ツールのプログラム ショートカットを右クリックして プロパティ を選択します。

2

ショートカットのプロパティを変更し、完了したら OK をクリックします。

Windows NT でツールの名前を変更するには：
1

Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域上で右クリックし、Tools フォルダを開く を選択します。

2

表示された [エクスプローラ] ウィンドウで、以下のいずれかを実行します。

♦ ツールのプログラム ショートカットを右クリックして 名前の変更 コマンドを選択します。
♦ ツールのプログラム ショートカットをクリックし、アイコンの下のテキストをもう一度クリックします。
3

名前を編集して ENTER キーを押します。

4

Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域上で右クリックし、ツールの更新 を選択します。
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ツールを Toolbar Utility から削除する
Toolbar Utility 上のツールを削除する必要がある場合、Toolbar Utility ウィンドウ（ツールの削除 コマンドを使用）または エ
クスプローラ ウィンドウのいずれかから削除を実行できます。

Toolbar Utility からツールを削除するには：
1

ツールバーのツール アイコンを右クリックして、ツールの削除 をクリックします。

2

確認ダイアログ ボックスで、はい をクリックします。
Toolbar は自動的に更新されます。
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Toolbar Utility を更新する
Toolbar Utility でツールのショートカットを追加、変更、または削除した後で、変更内容が反映されるようにツールバーを更
新する必要があります。 この操作は、Toolbar Utility のコンテキスト メニューのコマンドを使用したか、または Tools フォル
ダ内のショートカットを直接操作したかに関係なく必要です （唯一の例外は ツールの削除 コマンドを使用してツールを削除
した場合で、この場合は自動的にツールバーが更新されます）。

Toolbar Utility ウィンドウでツールバーを更新するには：
1

Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域で右クリックします。

2

ツールの更新 を選択します。
このコマンドは、Tools フォルダ内のすべてのプログラム ショートカットを処理することによって、ウィンドウのツールバ
ー領域および システム トレイ アイコンのコンテキスト メニューを更新します。
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Toolbar Utility を更新する
Toolbar Utility でツールのショートカットを追加、変更、または削除した後で、変更内容が反映されるようにツールバーを更
新する必要があります。 この操作は、Toolbar Utility のコンテキスト メニューのコマンドを使用したか、または Tools フォル
ダ内のショートカットを直接操作したかに関係なく必要です （唯一の例外は ツールの削除 コマンドを使用してツールを削除
した場合で、この場合は自動的にツールバーが更新されます）。

Toolbar Utility ウィンドウでツールバーを更新するには：
1

Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域で右クリックします。

2

ツールの更新 を選択します。
このコマンドは、Tools フォルダ内のすべてのプログラム ショートカットを処理することによって、ウィンドウのツールバ
ー領域および システム トレイ アイコンのコンテキスト メニューを更新します。
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クライアントでコンポーネント タブの表示順を構成する
この手順では、StarTeam クライアントの上部ペインでコンポーネント タブの表示順を変更する方法を説明します。
注: 上部ペインに表示されるタブの順番を変更する際、[監査] タブを最初のタブにしないでください。 監査項目をすべて表
示するのに、非常に時間がかかる場合があります。

クライアントでコンポーネント タブの表示順を変更するには：
1

ツール

2

ワークスペース タブで、コンポーネント タブ表示の右にある コンポーネントの順序... ボタンをクリックします。

個人用オプション... を選択します。

コンポーネントの順序を選択 ダイアログ ボックスが開き、2 つのコンポーネント リスト、表示に追加するための利用可
能なコンポーネントが左側に、現在表示されている順序でコンポーネントが右側に表示されます。
3

次のいずれかを実行します：

♦ 現在の表示からコンポーネントを削除するには、右側で選択して、<- 削除 をクリックします。
♦ 現在の表示にコンポーネントを追加するには、左側で選択して、追加 -> をクリックします。 コンポーネントはリス
トの最後に追加されます。

♦ コンポーネント タブの順序を変更するには、右側のリストからすべてを削除してから、希望する順序で追加し直
します。

4

OK をクリックして、コンポーネントの順序を選択 ダイアログ ボックスを閉じてから、OK をクリックして 個人用オプショ
ン ダイアログ ボックスを閉じます。

注: 変更を確認するためにはプロジェクトを閉じて、再度開く必要があります。
関連概念
個人用オプション
関連手順
ファイル ステータス情報の保存方法を制御する
関連参照
ワークスペース オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
StarTeamMPX オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
ファイル オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
変更要求オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
要件オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
タスク オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
トピック オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
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クライアントで通知を表示する
システム トレイ 通知を使って新しいアイテムに関する通知を受け取る頻度は、個人用オプションで制御できます。 StarTeam
では、通知アイコンは ステータス バー に表示されます。
アプリケーションの実行中に、ユーザーに影響のあるアイテムに変更があったかどうかを確認できます。 この機能は、ファ
イルと監査エントリでは利用できません。 次の場合に通知が行われます。

♦ ユーザーが変更要求、要件、またはタスクの担当になった場合、あるいはユーザーがトピックの受信者になった場
合。 トピックの受信者が指定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。

♦ 自分の担当の要件、またはタスク、あるいは自分が受信者のトピックが変更された場合
注: 障害、要件、タスク、またはトピック アイコンは、ステータス バー の右端に表示されます。

システム トレイ通知を有効にするには：
1

ツール

2

変更要求 タブ、要件 タブ、タスク タブ、トピック タブのいずれかを選択します。

3

システム トレイでの通知 グループ ボックスで、新規または変更された<アイテム>を確認する チェックボックスをオンに
します。

4

[間隔（分）] テキストボックスに、注意を必要とするアイテムの確認間隔（分数）を入力します。 デフォルトは 10 です。

個人用オプション... を選択して、個人用オプション ダイアログ ボックスを開きます。

ダイアログ ボックスにより、特定のアイテムに対するアイコンが システム トレイ に表示されます。
5

OK をクリックしてオプションを保存し、個人用オプション ダイアログ ボックスを閉じます。

システム トレイ通知アイテムを開くには：
1

システム トレイ で障害、要件、タスク、またはトピックの通知アイコンをダブルクリックすると、<プロジェクト>新規<アイ
テム タイプ> ダイアログ ボックスが開き、注意する必要のあるアイテムが一覧表示されます。

2

アイテムをダブルクリックすると、そのプロパティが表示されます。
ダイアログ ボックスを閉じるとすぐにアイテムが消えるので、アイテムのプロパティが表示されている間にメモをとる必
要があります。

注: 管理者によって電子メール通知が有効に設定されている場合は、担当している変更要求、要件やタスクの変更、およ
び受信者に指定されているすべてのトピックの変更を通知する電子メール メッセージが自動的に受信されます。 電子
メール通知はクライアントには依存しないため、これらの通知を受信するためにアプリケーションを実行する必要はあり
ません。 ただし、システム トレイ 通知は、電子メール通知の有無にかかわらず使用できます。
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関連概念
個人用オプション
関連手順
個人用オプションをカスタマイズする
ファイル ステータス情報の保存方法を制御する
関連参照
ワークスペース オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
StarTeamMPX オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
ファイル オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
要件オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
タスク オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
トピック オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
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サーバー構成を追加する
StarTeam 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。 クライアントから、複数のサーバーにアクセスできます。 ただし、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、プロトコルとポートの組み合わせは、サーバー構成ごとに一意でなければなりません。 サーバーを追
加した後で、ユーザーは、そのサーバーの現在のサーバー構成に対して利用可能なすべてのプロジェクトにアクセスでき
ます。
サーバーのアクセス管理には、サーバー構成プロパティの追加、削除、変更が含まれます。 クライアントの 1 つで、または
サーバー管理ツールからプロジェクトの作成または開くタスクの一部として実行します。

新規サーバー構成を追加するには：
1

次のいずれかを行います。

♦ StarTeam クライアントで プロジェクト

新規作成... または プロジェクト

開く... を選択します。

♦ サーバーがインストールされているコンピュータで スタート

プログラム
Borland StarTeam
StarTeam
Server xxxx
StarTeam Server を選択します。 他の方法として、クライアントから、スタート
プログラム
Borland StarTeam
StarTeam Cross-Platform Client xxxx
サーバー管理 を選択できます。 サーバー管理
ツールが表示されます。

2

次のいずれかを行います。

♦ Cross-Platform Client の 新規プロジェクト ウィザードまたは プロジェクトを開く ウィザードで、サーバーの追
加... をクリックします。

♦ サーバー管理ツールで サーバー サーバーの追加 をクリックします。
3

覚えやすく区別できる説明を サーバーの説明 テキスト ボックスに入力します。
名前で大文字と小文字は区別されず、コロン（:）を含めることはできません。

4

サーバーのアドレス テキスト ボックスには、コンピュータ名または IP アドレスを入力または参照して指定します。
注:

サーバーのアドレス、プロトコル、およびエンドポイントの情報については、管理者に問い合わせて
ください。 サーバーで StarTeamMPX を使用する場合、どの MPX プロファイルを使用するかを管
理者が指定します。

5

TCP/IP エンドポイント テキスト ボックスに、プロトコルに関連付けられたポート番号を入力します。

6

次の任意のオプション設定を選択します。

♦ データ圧縮を使用する場合は、転送データを圧縮する チェックボックスをオンにします。
♦ ワークステーションとサーバーの間で転送されるデータを暗号化するには、暗号化レベル を選択します。 暗号
化すれば、安全が確保されていないネットワーク回線上で、ファイルなどのプロジェクト情報が第三者に不正に
読み取られないようにすることができます。 暗号化タイプは、上から下に速い順に並んでいます。 下の暗号化
レベルほど速度は遅くなりますが、安全性は高くなります。

♦ クライアントで StarTeamMPX を使用しており、デフォルトのプロファイル（通常は Unicast On-site）を使用しない
場合は、MPX プロファイル... をクリックし、別のプロファイルを選択します。

7

オプションで、プロパティ をクリックして、選択したプロファイルの接続プロパティを確認します。

8

完了したら OK をクリックします。

288

関連概念
プロジェクトの概要
関連手順
ファイルをプロジェクトに追加する
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ツールを Toolbar Utility から削除する
Toolbar Utility 上のツールを削除する必要がある場合、Toolbar Utility ウィンドウ（ツールの削除 コマンドを使用）または エ
クスプローラ ウィンドウのいずれかから削除を実行できます。

Toolbar Utility からツールを削除するには：
1

ツールバーのツール アイコンを右クリックして、ツールの削除 をクリックします。

2

確認ダイアログ ボックスで、はい をクリックします。
Toolbar は自動的に更新されます。
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ツールを Toolbar Utility に追加する
以下のいずれかの方法で、Toolbar にツールを追加できます。

♦ 新しいプログラム ショートカットを作成する（ツールの追加... コマンドを選択して表示されるウィザードを使用）。
♦ 既存のプログラム ショートカットを、Toolbar Utility の Tools フォルダにコピーする。
注: Toolbar Utility にツールを追加した後で、ツールの更新 コマンドを選択して、ウィンドウのツールバー領域およびシステ
ム トレイ アイコンのコンテキスト メニューを更新する必要があります （ツールのプロパティを変更することもできま
す）。
Toolbar Utility に多くのツールを追加しすぎて、ウィンドウの現在のサイズではすべてのツールを表
示できない場合、すべてのツールアイコンが表示されるようにウィンドウを拡大できます。

新しいショートカットを作成することによってツールを追加するには：
1

Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域上で右クリックし、ツールの追加... を選択します。

2

表示されたウィザードの ショートカットの作成 ページで、ツールを起動するためのコマンドラインを指定して 次へ > を
クリックします。
プログラムの実行可能ファイルの正確な場所が分からない場合、参照... ボタンをクリックしてダイアログ ボックスを開
き、必要なファイルを探して選択できます。

3

ウィザードの 名前の指定 ページで、ツールのショートカットの名前を指定して 完了 をクリックします。
指定されたプログラム ショートカットが、Toolbar Utility の Tools フォルダに作成されます。

4

Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域上で右クリックし、ツールの更新 を選択します。
ツールのアイコンがウィンドウのツールバー領域に追加され、ショートカットの名前が システム トレイ アイコンのコンテ
キスト メニューに追加されます。

既存のショートカットをコピーすることによってツールを追加するには：
1

Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域上で右クリックし、Tools フォルダを開く を選択します。
Windows のエクスプローラ ウィンドウにそのフォルダの内容が表示されます。フォルダの内容は、Toolbar 上のツール
のプログラム ショートカットで構成されます。

2

Windows エクスプローラで、既存のプログラム ショートカットを探します。 （Windows NT では、ファイルの種類 ショー
トカット を探します。 それ以降のエディションの Windows では、*.lnk という名前のファイルを探します）。

3

既存のプログラム ショートカットを、Toolbar Utility の Tools フォルダにコピーします。

4

Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域上で右クリックし、ツールの更新 を選択します。
ツールのアイコンがウィンドウのツールバー領域に追加され、ショートカットの名前が システム トレイ アイコンのコンテ
キスト メニューに追加されます。
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関連概念
Toolbar Utility
関連手順
Toolbar
Toolbar
Toolbar
Toolbar

Utility
Utility
Utility
Utility

をカスタマイズする
を開くおよび閉じる
でサーバーにログオンする
でアプリケーションを起動する
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デフォルト言語とロケールを変更する
ルート StarTeam ディレクトリの StarTeamCP.stjava ファイルを変更することにより、デフォルト言語とロケールを変更でき
ます。

デフォルト言語とロケールを変更するには：
1

任意のテキスト エディタで StarTeamCP.stjava テキスト ファイルを開きます。

2

options=-Xmx256m 行を編集して次のいずれかにします。
言語

行内容

ドイツ語

options=-Xmx256m -Duser.language=de -Duser.country=DE

英語

options=-Xmx256m -Duser.language=en -Duser.country=EN

フランス語

options=-Xmx256m -Duser.language=fr -Duser.country=FR

日本語

options=-Xmx256m -Duser.language=ja -Duser.country=JA

関連概念
個人用オプション
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データをソートおよび分類する
上部ペインで一次ソート（1 列に基づいて）を実行する、または 4 次までの複雑なソートを実行するか選択できます。

1 列で一次ソートを実行するには：
1

ソートまたは分類するデータがあるビューを開きます。

2

列見出しをクリックすると、上部ペインに表示されているデータがその列の値に基づいてソートされます。
ソートはデータの種類に応じて、数値、文字、内部的な順序、または内部キーの昇順で行われます。

3

列見出しを再びクリックすると、ソート順が反転します。

ソートされた列の見出しには三角形のマークが表示されます。 上向きの三角形は昇順のソートを示し、下向きは降順のソ
ートを示します。
注: リンク タブが選択されているときは、下部ペインでデータをソートすることもできます。

最大 4 個までの基準を指定してソートを実行するには：
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 ソートと分類... を選択します。
♦ 上部ペインで右クリックし、コンテキスト メニューから フィルタ

ソートと分類... を選択します。

ソートと分類 ダイアログ ボックスに 4 つのグループ ボックスが表示されます。各グループの位置は、その上のグルー
プよりも少しずつ右にずれています。 最初のグループでは、最優先のソート基準を指定します。以下の各グループで
は 2 番目以降のソート基準を順次指定します。
2

オプションで、最初の基準 および 次の基準 の各グループのドロップダウン リストにすべてのフィールドを表示するに
は、ダイアログ最下部の 詳細フィールドを表示する チェック ボックスをオンにします。 あまり使用されない一部のフィ
ールドは詳細フィールド扱いになっています。

3

最初の基準 ドロップダウン リストからフィールドを選択します。
アイテムの分類を行っている場合、フィールドを上部ペインに表示する必要はありません。 アイテムの分類を行ってい
ない場合、表示されないフィールドを基準にアイテムをソートできますが、あるグループがどこで終了して次のグループ
が始まるかを見分けることはできません。

4

昇順 または 降順 オプションを選択します。 デフォルト設定は昇順です。

5

このフィールド内で同じ値を持つ複数のアイテムを分類するには、これを基準に分類する チェック ボックスをオンにし
ます。
追加のソートオプションを選択しない場合、テキスト フィールドは ASCII 順でソートされます。 列挙型フィールドおよび
ユーザー ID フィールドは、内部的な順序または内部キーによってソートされます。 つまり、列挙型フィールドはそのフ
ィールドの作成者がフィールドに付与した順序に従ってソートされます。ユーザー ID フィールドはフィールドが作成され
た順にソートされます。 数値型および日付/時間型のフィールドについては、[ソートのオプション...] ボタンは無効にな
っています。

6

オプションで、より詳細なソート基準を設定するには、ソートのオプション... をクリックします。 ソートのオプション ダイア
ログ ボックスが表示されます。

♦ 列挙型フィールドおよびユーザー ID フィールドを、フィールドがとりうる値の名前によってソートするには、テキス
トとして を選択します。 テキスト フィールドの場合、テキストとして 以外は選択できません。

♦ アルファベット順にソートするには、大文字と小文字を区別する チェック ボックスをオフにします。ASCII 順でソ
ートする（大文字が小文字に優先する）には、このチェック ボックスをオンにします。
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7

必要に応じて 次の基準 ボックスで二次や以降のソートを追加します。

関連概念
Cross-Platform Client の概要
追加フィールドを表示する
関連手順
データをフィルタリングする
フィルタを作成する
クエリを作成する
レポートを作成する
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ファイル ステータス情報の保存方法を制御する
作業中のファイルについてのファイル ステータス情報は、ワークステーション上で、一元管理される場所、または各作業フ
ォルダの子フォルダ（.sbas という名前）のどちらかに保存されます。
特定のビューに適用されるファイル ステータスプロパティを設定できます。 個人用オプションとして選択した保存方式がビ
ュープロパティのデフォルトになります。 デフォルト設定を変更すると、そのビューに対しては、個人用オプションよりもビュ
ープロパティのほうが優先されます。
注: そのユーザーのすべてのファイルに対するファイル ステータス情報を制御する個人用オプションも設定できます（ファ
イル ステータスに関するビュープロパティが設定されているビュー内にあるファイルを除く）。

ビューに適用されるファイル ステータス プロパティを設定するには：
1

ビュー

2

リポジトリ グループ ボックスで、集中 オプション ボタンか フォルダ単位 オプション ボタンを選択します。

プロパティ... を選択して、ビューのプロパティ ダイアログ ボックスを開き、名前 ページを選択します。

作業フォルダ（共有ネットワーク ドライブ上など）を複数のユーザーで共有している特別な場合は、[フォルダ単位] オ
プションが一番役に立ちます。
たとえば、複数のユーザーが共有作業フォルダに対してファイルをチェックインやチェックアウトする場合を考えます。
これらのユーザーがファイル ステータスに [集中] オプションを設定していた場合、ステータスは、ユーザーそれぞれ
のコンピュータに保存されます。 ユーザーが作業フォルダ内のファイルを変更した場合は常に、そのファイルのステー
タスは、そのユーザーのコンピュータでのみ更新されます。 このため、他のユーザー全員には、そのファイルのステー
タスが、不明 と表示されます。 作業が進むにつれ、すべてのファイルが変更され、すべてのファイルのステータスが、
すべてのユーザーに対して 不明 になってしまう可能性があります。 [フォルダ単位] オプションを使用した場合は、ス
テータスが、作業フォルダ自身の中で更新されます。 このため、ユーザー全員がこれらのステータス変更にアクセスで
き、不明 ステータスにはなりません。
3

OK をクリックします。

ヒント: デフォルト（集中） を選択すると、個人用オプション 設定を使用するように戻ります。

関連概念
個人用オプション
ビューの適切な使用
関連手順
個人用オプションをカスタマイズする
ビューのプロパティを確認または変更する
関連参照
ファイル ステータス
チェックインとチェックアウトへのステータスの影響
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ユーザーのアカウント情報を編集する
ときには、サーバー上で自分のユーザー アカウント情報（ユーザー名、連絡先情報、パスワードなど）を変更する必要があ
ります。

自分のアカウント情報を編集するには：
1

ツール

2

全般 タブで、利用可能なフィールドで不足している情報を入力するか間違っている情報を修正します。

3

OK をクリックします。

自分のアカウント... を選択して、自分のアカウント ダイアログ ボックスを開きます。

関連概念
個人用オプション
関連手順
サーバー構成を追加する
ユーザーのパスワードを変更する
ログ オプションを表示およびカスタマイズする
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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の変更が必要になる場合があります。 たとえば、会社の方針によっては 3 ヶ月ごとにパスワードを
変更する必要があります。

ユーザーのパスワードを変更するには：
1

ツール

2

ログオン タブを選択します。

3

次のいずれかを行います。

自分のアカウント... を選択して、自分のアカウント ダイアログ ボックスを開きます。

♦ パスワード テキスト ボックスに新しいパスワードを入力して 確認 テキスト ボックスで確認します。
♦ 管理者が空のパスワードの使用を許可していて、それを使用する場合は、空のパスワードを設定する 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。

関連概念
個人用オプション
関連手順
サーバー構成を追加する
ユーザーのアカウント情報を編集する
ログ オプションを表示およびカスタマイズする
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ログ オプションを表示およびカスタマイズする
StarTeam.log ファイルは、作業セッション中にユーザーのワークステーション上で行われた操作を記録します。 管理者は
ログをエラーや失敗した操作の原因解決に役立てることができます。
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 台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抽出できます。 StarTeam.log ファイルには、個人用オプション ダイアログ ボックスで選
択した事項に従って各種の情報を記録できます： その中にはエラー メッセージ、操作概要、およびそれぞれの操作を行う
ために必要な個々のコマンドの詳細などがあります。
StarTeam.log ファイルの内容を表示するには：

♦ ツール

StarTeam ログ... を StarTeam クライアントで選択します。

♦ 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
ートして表示します。 たとえば、このファイルを .csv 拡張子を付けて保存すれば、Microsoft Excel で開くことができ
ます。

StarTeam.log ファイルをカスタマイズするには：
1

ツール
す。

2

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直接入力するか、参照して指定します。

個人用オプション... を選択し、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 タブをクリックしま

デフォルトの場所は、アプリケーションのインストール先です： たとえば、C:\Program Files\Borland\<StarTeam ク
ライアント名>\Log です。
最新のログ ファイルは常に StarTeam.log という名前です。 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。
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。

4

完了したら OK をクリックします。

関連概念
個人用オプション
関連手順
個人用オプションをカスタマイズする
関連参照
ワークスペース オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
StarTeamMPX オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
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代替エディタ、マージ、比較ユーティリティを構成する
デフォルト ツールを使用しない場合は、代替エディタ、マージ、比較ユーティリティを使用するように指定できます。

代替エディタ、マージ、比較ユーティリティを利用するには：
1

ツール

2

使用する代替アプリケーションの（複数）種類に対して次のチェックボックスをオンにします： エディタ、マージ ユーティ
リティ、比較ユーティリティ。

3

選択したそれぞれのアプリケーションのパスを入力または参照します。

4

選択したアプリケーションに対して、オプション テキスト ボックスに使用する任意のオプションを入力します。

5

完了したら OK をクリックします。

個人用オプション... を選択し、ファイル タブを選択します。

注: Windows 以外のシステムでは、個人用オプション ダイアログ ボックスの ファイル または フォルダ タブにある 次のア
プリケーションで開く テキストボックスに代替アプリケーションでファイルの起動に使用するコマンドを指定します。
関連概念
個人用オプション
関連手順
個人用オプションをカスタマイズする
関連参照
ファイル オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
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個人用オプションをカスタマイズする
個人用オプションでは、次の要素の動作を調整して、ユーザーがアプリケーションをカスタマイズできます。

♦ ユーザーの ワークスペース： アクションの確認、アプリケーション ツールの表示/非表示、フォルダの選択、画面の
再表示、レポート パス、およびクライアント ログのプレファレンスなどがあります。

♦ StarTeamMPX： アプリケーションの有効化および更新時間などがあります。
♦ ファイル コンポーネント： 全般的なプレファレンス、チェックアウト、ロック、マージ オプション、リポジトリプレファレン
ス、代替エディタの使用などがあります。

♦ 変更要求 コンポーネント： 変更要求の既読マーク設定（選択つまり確認時）、システム トレイ通知、およびロックがあ
ります。

♦ 要件 コンポーネント： 要件の既読マーク設定（選択つまり確認時）、システム トレイ通知、およびロックがあります。
♦ タスク コンポーネント： タスクの既読マーク設定（選択つまり確認時）、システム トレイ通知、およびロックがありま
す。

♦ トピック コンポーネント：トピックの既読マーク設定（選択つまり確認時）、システム トレイ通知、およびロックがありま
す。

ユーザーの個人用オプションをカスタマイズするには：
1

ツール

2

変更するオプションを含むタブを選択します。

3

必要な変更を加えて、OK をクリックします。

個人用オプション... を選択します。

注: コンポーネント タブの順序を変更した後、有効にするには、プロジェクトを閉じて再度開く必要があります。
関連概念
個人用オプション
関連手順
ファイル ステータス情報の保存方法を制御する
クライアントでコンポーネント タブの表示順を構成する
関連参照
ワークスペース オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
StarTeamMPX オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
ファイル オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
変更要求オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
要件オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
タスク オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
トピック オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
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追加フィールドを表示する
上部ペインまたは [履歴] タブにどの列見出しが表示されるかを変更できます。 これらの列見出しは、上部ペインで非表
示、表示、再度並べ替えができ、検索 コマンドでの検索結果に影響します。

列見出しを変更するには
1

次のいずれかを行います。

♦ 上部ペインまたは [履歴] タブで列見出しを右クリックします。 つづいてコンテキスト メニューから フィールドの表
示... を選択します。

♦ メニュー バーのアイテム固有メニューまたはアイテムのコンテキスト メニューから フィルタ

フィールドの表
示... を選択します。 たとえば、上部ペインにファイルが表示されている場合、ファイル メニューからこの項目を選
択します。

フィールドの表示 ダイアログ ボックスで 2 つのリストが表示されます。 利用可能なフィールド リストには、列見出しと
して表示可能であり現在は表示されていないすべてのフィールドが表示されます。 以下のフィールドをこの順序で表
示 リスト ボックスには、現在表示されているすべてのフィールドが表示されます。
2

以下のうち必要なすべての操作を行います。

♦ 上部ペインまたは [履歴] タブに表示するフィールドを追加します。 [利用可能なフィールド] リストで、列見出しと
して新しく表示するフィールドを選択し、 [追加 ->] をクリックします。

♦ 上部ペインまたは [履歴] タブにフィールドを表示しないようにします。 これは [以下のフィールドをこの順序で表
示] リストで、非表示にするフィールドを選択します。 選択したら、[<- 削除] をクリックします。

♦ 上部ペインまたは [履歴] タブでフィールドの表示順序を変更するには、[以下のフィールドをこの順序で表示] リ
スト ボックスで各フィールド名を目的の位置までドラッグします。

3

完了したら OK をクリックします。

ヒント: フィールド名をダブルクリックすると、そのフィールドが一方のリストからもう一方のリストに移動します。 フィールドの
表示 ダイアログ ボックスには当初、最も使用頻度の高いフィールドが表示されます。 すべての表示可能フィールド
を選択できるようにするには、詳細フィールドを表示する チェック ボックスをオンにします。
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Toolbar Utility を利用する
このセクションでは Toolbar Utility の使用と設定に関連する手順を説明します。
このセクションの内容
Toolbar Utility でアプリケーションを起動する
Toolbar Utility からアプリケーションを起動する方法を説明します。
Toolbar Utility でサーバーにログオンする
サーバーにログオンする方法を説明します。
Toolbar Utility でツールのプロパティを変更する
Toolbar Utility でツールのショートカットのプロパティを変更する方法を説明します。
Toolbar Utility をカスタマイズする
Toolbar Utility をカスタマイズする方法を説明します。
Toolbar Utility を更新する
ツールを追加または削除した後、Toolbar Utility ウィンドウを更新する方法を説明します。
Toolbar Utility を開くおよび閉じる
Toolbar Utility を開くおよび閉じる方法を説明します。
ツールを Toolbar Utility から削除する
ツール ショートカットを Toolbar Utility のツールバーから削除する方法を説明します。
ツールを Toolbar Utility に追加する
ツールとしてアプリケーションを Toolbar Utility に追加する方法を説明します。
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Toolbar Utility でアプリケーションを起動する
Toolbar Utility はクライアントで自動的に起動され、システム トレイ にアイコンが最小化されます。 Toolbar Utility が一度
起動されると、2 つの方法の一方でアプリケーションを起動するために使用できます。

♦ Toolbar Utility ウィンドウではツールバーを使用する
♦ システム トレイ の Toolbar Utility のコンテキスト メニューを使用する

Toolbar Utility からアプリケーションを起動するには：
1

次のいずれかの方法で、Toolbar Utility を開きます。

♦ システム トレイ の Toolbar Utility アイコンをダブルクリックします。
♦ システム トレイ の Toolbar Utility アイコンを右クリックして 開く を選択します。
注:

2

Toolbar Utility のユーザー インターフェイスのどの部分も表示されていないとき、Toolbar の 2 つ目
のインスタンスを起動することによって、展開された状態の Toolbar ウィンドウを表示できます。 そ
のためには、スタート プログラム StarTeam StarTeam Toolbar を選択します。

Toolbar Utility ツールバーで、開くアプリケーションのツールバー ボタンをクリックします。

システム トレイ の Toolbar Utility アイコンからアプリケーションを起動するには：
1

システム トレイ の Toolbar Utility アイコンを右クリックします。

2

コンテキストメニューから開くアプリケーションを選択します。
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Toolbar Utility でサーバーにログオンする
この手順では、StarTeam でサーバーにログオンする手順を説明します。

サーバーにログオンする。
1

プロジェクト

2

サーバー/プロジェクト ツリー でサーバーを選択し、別のユーザーでログオン... をクリックすると、<サーバー名> にロ
グオン ダイアログ ボックスが開きます。
注:

開く... を選択し、プロジェクトを開く ウィザードを起動します。

対象のサーバーが一覧に表示されない場合は、サーバーの追加... をクリックして新しいサーバー
構成を追加します。

3

このサーバーの ユーザー名 と パスワード を入力します。

4

このサーバーにログオンするときに使用したユーザー名とパスワードを Toolbar Utility でキャッシュに保存する場合
は、このサーバーのデフォルトのログオン認証として保存 チェックボックスをオンにします。
注:

5

Toolbar Utility で 各サーバーに対して同じユーザー名/パスワードを使用 チェックボックスをオフに
すると、各サーバーに対して異なるユーザー名とパスワードを保存できます （現在キャッシュされて
いるサーバー/ユーザーの組み合わせは、展開された Toolbar Utility ウィンドウで確認できます）。

OK をクリックします。
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Toolbar Utility でツールのプロパティを変更する
場合により、Toolbar ユーティティ でツールのショートカット プロパティを変更する必要があります。 たとえば、プログラムの
バージョン番号が含まれるように、ツールの名前を変更できます。 または、ショートカットの作成時にデフォルトの名前をそ
のまま使用し、後からその名前を、実行可能ファイルの名前からより説明的な別の名前に変更できます。
Toolbar Utility のショートカットのプロパティを変更することは、デスクトップ ショートカットのプロパティを変更することによく
似ています。 両方とも同じ プロパティ ダイアログ ボックスを使用します。
注: Windows NT の プロパティ ダイアログ ボックスでは、ショートカットの名前を変更できません。 ただし、下の 2 番目に
説明する手順で、（ショートカットの名前を編集することによって）[エクスプローラ] ウィンドウからショートカットの名前を
変更できます。

ツールのプロパティを変更するには：
1

以下のいずれかの操作を実行して、プロパティ ダイアログ ボックスを開きます。

♦ Toolbar Utility のツールバーのツール アイコンを右クリックして、ツールの変更... をクリックします。
♦ Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域上で右クリックし、Tools フォルダを開く を選択します。 表示された
[エクスプローラ] ウィンドウで、ツールのプログラム ショートカットを右クリックして プロパティ を選択します。

2

ショートカットのプロパティを変更し、完了したら OK をクリックします。

Windows NT でツールの名前を変更するには：
1

Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域上で右クリックし、Tools フォルダを開く を選択します。

2

表示された [エクスプローラ] ウィンドウで、以下のいずれかを実行します。

♦ ツールのプログラム ショートカットを右クリックして 名前の変更 コマンドを選択します。
♦ ツールのプログラム ショートカットをクリックし、アイコンの下のテキストをもう一度クリックします。
3

名前を編集して ENTER キーを押します。

4

Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域上で右クリックし、ツールの更新 を選択します。
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Toolbar Utility をカスタマイズする
Toolbar Utility のツールバーには、ワークステーション上にインストールされている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 Utility から他のプログラムを起動する場合、ツールバーにそのプログラムへのショートカッ
トを追加する必要があります。 Toolbar 上では、各ツールのプログラム ショートカットの名前に基づいて、アルファベット順
でツールが表示されます。
Toolbar は以下のいずれかの方法でカスタマイズできます。

♦ Toolbar Utility のコンテキスト メニューのコマンドを使用します。このメニューを表示するには、ツールバー領域上で
右クリックします。

♦ エクスプローラ ウィンドウを使用して、Toolbar Utility の Tools フォルダ内のプログラム ショートカットを直接操作しま
す。

注: ツールを追加、変更、または削除した後で、ツールの更新 コマンドを使用して、ウィンドウのツールバー領域および シ
ステム トレイ アイコンのコンテキスト メニューに変更内容を反映させる必要があります。

Toolbar Utility をカスタマイズするには、次のいずれかを実行します。
1

ツールバーのツールとしてアプリケーションを Toolbar Utility に追加します。
ツールを Toolbar Utility に追加する

2

ツールのプロパティを変更します。
Toolbar Utility でツールのプロパティを変更する

3

ツールを削除します。
ツールを Toolbar Utility から削除する

4

Toolbar Utility ウィンドウを更新します。
Toolbar Utility を更新する
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ツールを Toolbar Utility に追加する
以下のいずれかの方法で、Toolbar にツールを追加できます。

♦ 新しいプログラム ショートカットを作成する（ツールの追加... コマンドを選択して表示されるウィザードを使用）。
♦ 既存のプログラム ショートカットを、Toolbar Utility の Tools フォルダにコピーする。
注: Toolbar Utility にツールを追加した後で、ツールの更新 コマンドを選択して、ウィンドウのツールバー領域およびシステ
ム トレイ アイコンのコンテキスト メニューを更新する必要があります （ツールのプロパティを変更することもできま
す）。
Toolbar Utility に多くのツールを追加しすぎて、ウィンドウの現在のサイズではすべてのツールを表
示できない場合、すべてのツールアイコンが表示されるようにウィンドウを拡大できます。

新しいショートカットを作成することによってツールを追加するには：
1

Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域上で右クリックし、ツールの追加... を選択します。

2

表示されたウィザードの ショートカットの作成 ページで、ツールを起動するためのコマンドラインを指定して 次へ > を
クリックします。
プログラムの実行可能ファイルの正確な場所が分からない場合、参照... ボタンをクリックしてダイアログ ボックスを開
き、必要なファイルを探して選択できます。

3

ウィザードの 名前の指定 ページで、ツールのショートカットの名前を指定して 完了 をクリックします。
指定されたプログラム ショートカットが、Toolbar Utility の Tools フォルダに作成されます。

4

Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域上で右クリックし、ツールの更新 を選択します。
ツールのアイコンがウィンドウのツールバー領域に追加され、ショートカットの名前が システム トレイ アイコンのコンテ
キスト メニューに追加されます。

既存のショートカットをコピーすることによってツールを追加するには：
1

Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域上で右クリックし、Tools フォルダを開く を選択します。
Windows のエクスプローラ ウィンドウにそのフォルダの内容が表示されます。フォルダの内容は、Toolbar 上のツール
のプログラム ショートカットで構成されます。

2

Windows エクスプローラで、既存のプログラム ショートカットを探します。 （Windows NT では、ファイルの種類 ショー
トカット を探します。 それ以降のエディションの Windows では、*.lnk という名前のファイルを探します）。

3

既存のプログラム ショートカットを、Toolbar Utility の Tools フォルダにコピーします。

4

Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域上で右クリックし、ツールの更新 を選択します。
ツールのアイコンがウィンドウのツールバー領域に追加され、ショートカットの名前が システム トレイ アイコンのコンテ
キスト メニューに追加されます。
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Toolbar Utility でツールのプロパティを変更する
場合により、Toolbar ユーティティ でツールのショートカット プロパティを変更する必要があります。 たとえば、プログラムの
バージョン番号が含まれるように、ツールの名前を変更できます。 または、ショートカットの作成時にデフォルトの名前をそ
のまま使用し、後からその名前を、実行可能ファイルの名前からより説明的な別の名前に変更できます。
Toolbar Utility のショートカットのプロパティを変更することは、デスクトップ ショートカットのプロパティを変更することによく
似ています。 両方とも同じ プロパティ ダイアログ ボックスを使用します。
注: Windows NT の プロパティ ダイアログ ボックスでは、ショートカットの名前を変更できません。 ただし、下の 2 番目に
説明する手順で、（ショートカットの名前を編集することによって）[エクスプローラ] ウィンドウからショートカットの名前を
変更できます。

ツールのプロパティを変更するには：
1

以下のいずれかの操作を実行して、プロパティ ダイアログ ボックスを開きます。

♦ Toolbar Utility のツールバーのツール アイコンを右クリックして、ツールの変更... をクリックします。
♦ Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域上で右クリックし、Tools フォルダを開く を選択します。 表示された
[エクスプローラ] ウィンドウで、ツールのプログラム ショートカットを右クリックして プロパティ を選択します。

2

ショートカットのプロパティを変更し、完了したら OK をクリックします。

Windows NT でツールの名前を変更するには：
1

Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域上で右クリックし、Tools フォルダを開く を選択します。

2

表示された [エクスプローラ] ウィンドウで、以下のいずれかを実行します。

♦ ツールのプログラム ショートカットを右クリックして 名前の変更 コマンドを選択します。
♦ ツールのプログラム ショートカットをクリックし、アイコンの下のテキストをもう一度クリックします。
3

名前を編集して ENTER キーを押します。

4

Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域上で右クリックし、ツールの更新 を選択します。
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ツールを Toolbar Utility から削除する
Toolbar Utility 上のツールを削除する必要がある場合、Toolbar Utility ウィンドウ（ツールの削除 コマンドを使用）または エ
クスプローラ ウィンドウのいずれかから削除を実行できます。

Toolbar Utility からツールを削除するには：
1

ツールバーのツール アイコンを右クリックして、ツールの削除 をクリックします。

2

確認ダイアログ ボックスで、はい をクリックします。
Toolbar は自動的に更新されます。
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Toolbar Utility を更新する
Toolbar Utility でツールのショートカットを追加、変更、または削除した後で、変更内容が反映されるようにツールバーを更
新する必要があります。 この操作は、Toolbar Utility のコンテキスト メニューのコマンドを使用したか、または Tools フォル
ダ内のショートカットを直接操作したかに関係なく必要です （唯一の例外は ツールの削除 コマンドを使用してツールを削除
した場合で、この場合は自動的にツールバーが更新されます）。

Toolbar Utility ウィンドウでツールバーを更新するには：
1

Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域で右クリックします。

2

ツールの更新 を選択します。
このコマンドは、Tools フォルダ内のすべてのプログラム ショートカットを処理することによって、ウィンドウのツールバ
ー領域および システム トレイ アイコンのコンテキスト メニューを更新します。
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Toolbar Utility を更新する
Toolbar Utility でツールのショートカットを追加、変更、または削除した後で、変更内容が反映されるようにツールバーを更
新する必要があります。 この操作は、Toolbar Utility のコンテキスト メニューのコマンドを使用したか、または Tools フォル
ダ内のショートカットを直接操作したかに関係なく必要です （唯一の例外は ツールの削除 コマンドを使用してツールを削除
した場合で、この場合は自動的にツールバーが更新されます）。

Toolbar Utility ウィンドウでツールバーを更新するには：
1

Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域で右クリックします。

2

ツールの更新 を選択します。
このコマンドは、Tools フォルダ内のすべてのプログラム ショートカットを処理することによって、ウィンドウのツールバ
ー領域および システム トレイ アイコンのコンテキスト メニューを更新します。
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Toolbar Utility を開くおよび閉じる
Toolbar Utility はクライアントで自動的に起動され、システム トレイ にアイコンが最小化されます。

Toolbar Utility を開いて閉じるには：
1

次のいずれかの方法で、Toolbar Utility を開きます。

♦ システム トレイ の Toolbar Utility アイコンをダブルクリックします。
♦ システム トレイ の Toolbar Utility アイコンを右クリックして 開く を選択します。
注:

2

Toolbar Utility のユーザー インターフェイスのどの部分も表示されていないとき、Toolbar の 2 つ目
のインスタンスを起動することによって、展開された状態の Toolbar ウィンドウを表示できます。 そ
のためには、スタート プログラム StarTeam StarTeam Toolbar を選択します。

次のいずれかの方法で、Toolbar Utility を閉じます。

♦ システム トレイ の Toolbar Utility アイコンを右クリックして 終了 を選択します。
♦ Toolbar Utility タイトル バーの 閉じる アイコンをクリックします。
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ツールを Toolbar Utility から削除する
Toolbar Utility 上のツールを削除する必要がある場合、Toolbar Utility ウィンドウ（ツールの削除 コマンドを使用）または エ
クスプローラ ウィンドウのいずれかから削除を実行できます。

Toolbar Utility からツールを削除するには：
1

ツールバーのツール アイコンを右クリックして、ツールの削除 をクリックします。

2

確認ダイアログ ボックスで、はい をクリックします。
Toolbar は自動的に更新されます。
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ツールを Toolbar Utility に追加する
以下のいずれかの方法で、Toolbar にツールを追加できます。

♦ 新しいプログラム ショートカットを作成する（ツールの追加... コマンドを選択して表示されるウィザードを使用）。
♦ 既存のプログラム ショートカットを、Toolbar Utility の Tools フォルダにコピーする。
注: Toolbar Utility にツールを追加した後で、ツールの更新 コマンドを選択して、ウィンドウのツールバー領域およびシステ
ム トレイ アイコンのコンテキスト メニューを更新する必要があります （ツールのプロパティを変更することもできま
す）。
Toolbar Utility に多くのツールを追加しすぎて、ウィンドウの現在のサイズではすべてのツールを表
示できない場合、すべてのツールアイコンが表示されるようにウィンドウを拡大できます。

新しいショートカットを作成することによってツールを追加するには：
1

Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域上で右クリックし、ツールの追加... を選択します。

2

表示されたウィザードの ショートカットの作成 ページで、ツールを起動するためのコマンドラインを指定して 次へ > を
クリックします。
プログラムの実行可能ファイルの正確な場所が分からない場合、参照... ボタンをクリックしてダイアログ ボックスを開
き、必要なファイルを探して選択できます。

3

ウィザードの 名前の指定 ページで、ツールのショートカットの名前を指定して 完了 をクリックします。
指定されたプログラム ショートカットが、Toolbar Utility の Tools フォルダに作成されます。

4

Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域上で右クリックし、ツールの更新 を選択します。
ツールのアイコンがウィンドウのツールバー領域に追加され、ショートカットの名前が システム トレイ アイコンのコンテ
キスト メニューに追加されます。

既存のショートカットをコピーすることによってツールを追加するには：
1

Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域上で右クリックし、Tools フォルダを開く を選択します。
Windows のエクスプローラ ウィンドウにそのフォルダの内容が表示されます。フォルダの内容は、Toolbar 上のツール
のプログラム ショートカットで構成されます。

2

Windows エクスプローラで、既存のプログラム ショートカットを探します。 （Windows NT では、ファイルの種類 ショー
トカット を探します。 それ以降のエディションの Windows では、*.lnk という名前のファイルを探します）。

3

既存のプログラム ショートカットを、Toolbar Utility の Tools フォルダにコピーします。

4

Toolbar Utility ウィンドウのツールバー領域上で右クリックし、ツールの更新 を選択します。
ツールのアイコンがウィンドウのツールバー領域に追加され、ショートカットの名前が システム トレイ アイコンのコンテ
キスト メニューに追加されます。
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関連概念
Toolbar Utility
関連手順
Toolbar
Toolbar
Toolbar
Toolbar

Utility
Utility
Utility
Utility

をカスタマイズする
を開くおよび閉じる
でサーバーにログオンする
でアプリケーションを起動する
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プロジェクトを管理する
プロジェクトの管理に関連する手順を説明します。
このセクションの内容
APE を使用するためにプロジェクトを構成する
代替プロパティ エディタを使用するためにプロジェクトを構成する方法を説明します。
アクセス権をプロジェクトに割り当てる
アクセス権をプロジェクトに割り当てる方法を説明します。
アクティブ処理アイテムを設定する
後からファイルを追加する、またはチェックインするときにデフォルトの処理アイテム（アクティブ処理アイテム）を設
定する方法について説明します。
キーワード展開を有効にする
キーワード展開を有効にする方法を説明します。
チェックイン時に排他的ロックを強制する
ファイルをチェックインする前に必ずロックするようユーザーに強制する方法を説明します。
ビュー ラベルをプロモートする
ビュー ラベルをあるプロモーション状態から次の状態にプロモートする方法を説明します。
ビュー ラベルを降格する
ビュー ラベルを降格する方法を説明します。
ビューを切り替える
別のプロジェクト ビューに切り替える方法を説明します。
フォルダ コンポーネントのアクセス権を設定する
フォルダのアクセス権を設定する方法を説明します。
プロジェクトのプロパティを表示または変更する
プロジェクトのプロパティを表示または変更する方法を説明します。
プロジェクトの処理ルールを確立する
プロジェクトにチェックインまたは追加されたファイルに対して、処理アイテムへのリンクを要求する方法について説
明します。
プロジェクトをショートカットで開く
プロジェクトを開くためにショートカットを使用する方法を説明します。
プロジェクトをショートカットとして保存する
プロジェクト ビューのショートカットを作成する方法を説明します。
プロジェクトを作成する
プロジェクトを作成する手順を説明します。
プロジェクトを削除する
プロジェクトを削除する方法を説明します。
プロジェクト名または説明を変更する
プロジェクトの名前または説明を変更する方法を説明します。
リビジョン コメントの入力を強制する
ファイルのチェックイン時にリビジョン コメントの入力を強制する方法を説明します。
レポートを作成する
レポートを作成する方法を説明します。
場所の参照を表示する
フォルダまたはアイテムの場所の参照を表示する方法を説明します。
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拡張処理リンクの使用を有効にする
クライアントでプロジェクトに対して拡張処理リンクの使用を有効にする方法について説明します。
拡張処理リンクを使うためにサーバー構成を設定する
デフォルトですべてのプロジェクトに対して拡張処理リンクを使用するためにサーバー構成を設定する方法につい
て説明します。
接続のプロパティを表示する
サーバー接続のプロパティを表示する方法を説明します。
既存のプロジェクトを開く
既存のプロジェクトを開く方法を説明します。
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APE を使用するためにプロジェクトを構成する
StarTeam Enterprise Advantage のライセンスを持っている場合は、代替プロパティ エディタ（APE）を使用できます。 APE
は、企業固有のプロセスをサポートするために特別に作成された Java フォームです。 ワークフロープロセスは、フォーム
と共に使用するように作成されています。 APE は、ファイル、変更要求、要件、タスク、およびトピックの各コンポーネントに
対して作成されています。
APE は、StarTeam SDK を使用して StarTeam サーバー構成にアクセスします。 APE は、標準のプログラミング言語で実
装されているので、カスタマイズできます。 StarTeam Enterprise Advantage には、複数の StarTeam コンポーネントに対す
るサンプルのプロパティ エディタが収められています。

アイテムで APE を使用するためにプロジェクトを構成するには：
1

メニューから プロジェクト

2

エディタ タブを選択します。

3

<アイテム>に代替プロパティ エディタを使用する チェックボックスをオンにして、適切な APE を参照します。

4

通常は、Locator という単語の後に APE の名前を付けたものを入力します。 Locator は、クライアント ワークステー
ションごとに存在するプログラムで、クライアント ワークステーションにコードと XML の更新情報を配布します。

プロパティ... を選択します。 プロジェクトのプロパティ ダイアログが表示されます。

Locator が指定されていて、StarTeam が APE を要求すると、Locator はサーバー構成によって管理されている
StarTeam Extensions プロジェクトを探します。 プロジェクトが存在し、指定されている名前の APE がプロジェクトに含
まれている場合は、Locator は APE のチップバージョンおよび関連するファイルをクライアント ワークステーションにコ
ピーします（まだ存在していない場合）。 その後、そのタイプの要素に対しては、StarTeam の標準ダイアログの代わり
に APE が使用されます。
注:

新しい設定は直ちに有効になるので、実施中のプロジェクトに対して APE を設定するときには注意
が必要です。 多くのユーザーにエディタを提供する前に、APE における変更をテストすることが重
要です。

関連概念
プロジェクトの概要
プロジェクトを作成する
関連手順
ファイルをプロジェクトに追加する
サーバー構成を追加する
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アクセス権をプロジェクトに割り当てる
プロジェクト レベルの設定値は、プロジェクト内のすべてのビュー、子フォルダ、およびアイテムのアクセス権を決定しま
す。 ユーザーは、自分のアカウントまたは自分が所属するすべてのグループに対して以下のいずれかが禁止されている
場合、プロジェクトを開くことができません。

♦ プロジェクトの表示
♦ プロジェクトの最初のビュー（ルート）の表示
♦ プロジェクトの最初のビューのルート フォルダの表示
注: プロジェクトを表示する権利を持つすべてのグループに対して、プロジェクト レベルの一連のアクセス権を完全に設定
することが非常に重要です。 デフォルトでは、プロジェクトを表示する権利を持つグループは、権利の定義されていな
いカテゴリに対しては完全にアクセスすることができます。 このため、プロジェクトのすべての権利に関するアクセス権
をすべてのグループに対して指定することを推奨しています。
あるノードの許可レコードを 1 つ作成したら、このレベルでプロジェクトにアクセスするすべてのグル
ープに対してそのノードの許可レコードを作成しなければなりません。 各ノードに Administrators を含
めることを習慣にしておくとよいでしょう。 こうしておけば、グループ特権が無視される場合でも、管理
者はアクセス権変更などの作業を行えます。

プロジェクトのアクセス権を設定するには：
1

プロジェクトを開き、StarTeam クライアントのメニューから プロジェクト
アクセス権... を選択します。 この操作によ
り、プロジェクト（<プロジェクト名>）のアクセス権 ダイアログ ボックスが表示されます。

2

ノードを選択します。
プロジェクト ノードから開始して下位レベルに進んでいくのが、最もよい方法です。

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、グループはグループ
階層構造での位置順に表示されています（ただし、All Users グループは例外）。

5

許可 を選択します。
注:

例外を作成しようとしている場合以外は、決して 禁止 オプション ボタンを選択しないでください。

6

OK をクリックして、プロジェクト（<プロジェクト名>）のアクセス権 ダイアログ ボックスに戻ります。

7

そのユーザーまたはグループに許可する内容に合わせて、適切なチェック ボックスをオンまたはオフにします。

8

他のノードに対しても必要な場合は手順 3 から 7 を繰り返して、完了したら OK をクリックします。

関連概念
プロジェクトの概要
関連手順
プロジェクトを作成する
ファイルをプロジェクトに追加する
サーバー構成を追加する
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アクティブ処理アイテムを設定する
アクティブ処理アイテムの設定は、後からファイルを追加する、またはチェックインすることが判っている場合に時間を節約
できる便利な方法です。 上部ペインでアイテムが選択されている場合、それをアクティブ処理アイテムにするだけの操作で
す。
選択した変更要求、タスクまたは要件を、現在のビュー、同じサーバー上で開かれているビュー、あるいは同じサーバー上
の別のビューのアクティブ処理アイテムとして選択できます。
注: 各ビューで 1 つのアクティブ処理アイテムのみ指定できます。 同じビューでそのまま 2 番目のアクティブ処理アイテム
を設定すると、最初のアイテムがクリアされます。

アクティブ処理アイテムを設定するには：
1

フォルダの階層からフォルダを選択します。

2

変更要求、要件、または タスク タブをクリックし、アクティブ処理アイテムとして設定するアイテムを選択します。

3

次のいずれかを行います。

♦ 右クリックして アクティブ処理アイテムに設定

現在のビュー を選択して現在のビューを選択します。

♦ 右クリックして アクティブ処理アイテムに設定

<ビュー名> を選択して、サーバー上にあるオープンされている

♦ 右クリックして アクティブ処理アイテムに設定

ビューの選択... を選択してダイアログ ボックスを開き、サーバ

ビューのリストから選択します。

ー上にある別のビューを選択します。
注:

現在選択されているアイテムをツールバーの アクティブ処理アイテムに設定 ボタンをクリックして
設定することもできます。

選択したアクティブ処理アイテムは、ファイルの追加またはチェックイン時にはデフォルトで使用されますが、 変更して、他
の適切なアイテムを選択することもできます。
ヒント: 処理アイテムでの作業が終了したら、その処理アイテムを誤って再利用しないように、右クリックして アクティブ処理
アイテムのクリア を選択する必要があります。 これにより、ステータスバーの情報が削除され、処理アイテムが フ
ァイルの追加 または チェックイン ダイアログ ボックスに表示されなくなります。

関連概念
処理アイテムの概要
アクティブ処理アイテム
拡張処理リンクと処理タスク
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キーワード展開を有効にする
プロジェクトに対してキーワードの展開を有効にすることで、テキスト ファイルにキーワードを埋め込むことができます。 こ
のようなキーワードは、ファイルのチェックアウトの際に自動的に展開され、ファイルとリビジョンについての情報がファイル
に追加されます。 使用できるキーワードは、1 行ごとに 1 つだけです。
キーワード展開は、ASCII ベースのエンコーディング（UTF-8、Cp1252 など）に対して機能します。 UTF-16 エンコーディン
グは含まれません。 現在のところ、StarTeam では、UTF-16 エンコーディングはバイナリとして扱われるため、EOL やキー
ワード展開は実行されません。 Cross-Platform Client では、ファイルをチェックアウトするときにファイルのエンコーディン
グを選択できます。
警告: キーワードはキーワード展開処理の際に展開されるので、リビジョン コメントではキーワードを使用しないでくださ
い。

キーワード展開を有効にするには：
1

メイン メニューから プロジェクト

プロパティ... を選択します。

プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。
2

オプション タブを選択します。

3

キーワード展開 チェック ボックスをオンにすると、キーワード展開が有効になり、テキスト ファイル中のキーワードが
使用されるようになります。
このチェック ボックスは、StarTeam から、または StarTeam とサードパーティ アプリケーションの統合環境から、追加
またはチェックインされたファイルに適用されます。

4

次のファイル拡張子に対するキーワードを展開する テキスト ボックスには、キーワードを使用するファイル拡張子
（.bat、.cpp など）を入力します。
キーワードの区切り文字として、スペース、カンマ、セミコロンを使用できます。 ファイル拡張子リストに入力できるの
は 254 文字までです。 このテキスト ボックスに何も入力しないと、キーワードは展開されません。

関連概念
個人用オプション
関連参照
StarTeam キーワード一覧
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チェックイン時に排他的ロックを強制する
ファイルを変更する前に必ずロックするようユーザーに強制することはできません。 ただし、必要な権限があれば、ユーザ
ーが再びチェックインする前にファイルを排他的にロックすることで、すべてのユーザーを所属企業のポリシーやプロセスに
従わせることはできます。
こうした要件はユーザーにとってマージが必要な状況を避ける上で有効ですが、それでもやはりユーザーは以下のことを
実践する必要があります。

♦ ファイルをチェックアウトして操作する前に、そのファイルが別のユーザーによってすでに排他的にロックされていない
かどうか注意すること。

♦ 各ファイルを変更する前にロックし、他のユーザーに自分の意図を知らせること。
♦ 各作業ファイルのステータスが 最新 であることを確認し、ファイルの古いリビジョンを変更する間違いを避けること。
ファイル ステータスが 最新 でなければ、そのファイルはいったんチェックアウトしてから変更を加える必要がありま
す。

ファイルをチェックインする前に必ずロックするようユーザーに強制するには：
1

メニュー バーから プロジェクト

プロパティ... を選択します。

プロジェクトのプロパティ ダイアログが表示されます。
2

オプション タブを選択します。

3

ファイルのチェックイン時に排他的ロックが必要 チェック ボックスをオンにします。
このオプションが選択されている場合、ファイルを排他的にロックしたユーザーだけがそのファイルをチェックインでき
ます。
注:

StarTeam Visual Studio Integration などの開発環境用のアプリケーション統合パッケージを使用し
ている場合、プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックスの ファイルのチェックイン時に排他的ロ
ックが必要 チェック ボックスと、個人用オプション ダイアログ ボックス（ファイル タブ）の 統合環境
では非排他的ロックを使用する チェック ボックスが両方ともオンになっていると、その環境から開発
者はファイルをチェックインできません。 このような場合、ファイルをチェックインするには、統合環
境では非排他的ロックを使用する チェック ボックスをオフにします。

関連概念
プロジェクトの概要
処理アイテムの概要
関連手順
プロジェクトを作成する
プロジェクトのプロパティを表示または変更する
プロジェクト名または説明を変更する
リビジョン コメントの入力を強制する
ロックされていないファイルを読み取り専用に設定する
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ビュー ラベルをプロモートする
適切なアクセス権があれば、ある状態から次の状態にビューラベルをプロモートすることができます。

ビュー ラベルを次のプロモーション状態にプロモートするには：
1

プロモーション... を選択し、プロモーション ダイアログ ボックスに、このビューに対して現在作成されている
ビュー
すべての状態が表示されます。
状態は、最後の状態から順に初期状態まで表示されます。

2

プロモートしようとしているビュー ラベルに現在関連付けられているプロモーション状態を選択します。

3

プロモート... をクリックします。 ビュー ラベルのプロモート ダイアログ ボックスに、ビュー ラベルが次の状態（プロモー
ション ダイアログ ボックスで、選択した状態のすぐ上にある状態）に割り当てられたことが表示されます。

4

意図したとおりになっていることを確認したら、OK をクリックします。

選択したビュー ラベルが、2 つのプロモーション状態に適用されました： 1 つはプロモートされた方、もう 1 つはもともと選
択していた方です。 通常は、その次の作業として、元の状態に新しいビュー ラベルを関連付けます。
関連概念
ビューの概要
ラベル
フォルダ
ビュー タイプの理解
ビューの適切な使用
分岐の理解
関連手順
現在のビュー構成をロールバックする
ビュー ラベルを降格する
ビューを管理する
ビューを作成および構成する
ビュー ラベルを作成する
ビュー ラベルをコピーする
リビジョン ラベルを作成する
リビジョン ラベルをコピーする
ラベルを確認および移動する
ラベルを凍結および凍結解除する
ビュー ラベルを降格する
ラベルを削除する
ラベルをアイテムから添付解除する
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ビュー ラベルを降格する
ラベルの付いたファイルセットのプロモートが時期尚早で、降格させなければならない場合があります。 たとえば、あるビル
ドが「ベータ」状態にプロモートされたが重大な不備があるという場合、それ以前のプロモーション状態に戻す必要がでてき
ます。 ビュー ラベルは、プロモーション状態の編集によってのみ、降格させることができます。

ビュー ラベルを前の状態から降格させるには：
1

ビュー

2

[編集] をクリックして、プロモーション状態 ダイアログ ボックスを開きます。

3

ビュー ラベル ドロップダウン リストから、別のビュー ラベルを選択します。

4

OK をクリックします。

プロモーション... を選択して、プロモーション ダイアログ ボックスを開きます。

関連概念
ビューの概要
ラベル
フォルダ
ビュー タイプの理解
ビューの適切な使用
分岐の理解
関連手順
現在のビュー構成をロールバックする
ビュー ラベルをプロモートする
ビューを管理する
ビューを作成および構成する
ビュー ラベルを作成する
ビュー ラベルをコピーする
リビジョン ラベルを作成する
リビジョン ラベルをコピーする
ラベルを確認および移動する
ラベルを凍結および凍結解除する
ラベルを削除する
ラベルをアイテムから添付解除する
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ビューを切り替える
プロジェクトを開くときは、そのプロジェクトのビューを選択します。 ただし、プロジェクトをいったん開いてしまえば、別のビュ
ーに切り替えてもかまいません。 デフォルトでは、新しく選択したビューは、最後に終了したときの構成に関係なく、常に現
在の構成で開きます。

別のプロジェクト ビューに切り替えるには：
1

ビュー メニューで、ビューの選択... を選択します。 ビューの選択 ダイアログ ボックスが開き、ビュー階層が表示されま
す。

2

ウィンドウを新しいビューへ変更するのではなく、既存のビューを開いたままにしたい場合には、新規ウィンドウで開く
にチェックを付けます。 この項目にチェックをつけた場合、新しいビュー ウィンドウが Cross-Platform Client ウィンドウ
内に開き、新ビューの名前が、ウィンドウ メニュー上の開いているビューのリストに追加されます。

3

ビュー ツリー リストから名前を選択し、OK をクリック、または、単純にビューの名前をダブルクリックすると、プロジェク
トがビューに開かれます。

デフォルト構成を使用しないようにする場合は、現在のビュー構成をロールバックできます。
注: 同じプロジェクト内で同時に 2 つの StarTeam ビュー ウィンドウを開く場合は、プロジェクト 開く... を選択して別のビュ
ーを表示してください。
関連概念
ビューの概要
ビュー タイプの理解
ビューの適切な使用
分岐オプションの概要
アイテムの分岐動作
関連手順
ビューを管理する
ビューを作成および構成する
ビュー ラベルをコピーする
ビューを削除する
現在のビュー構成をロールバックする
関連参照
ビュー タイプのオプションと設定
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フォルダ コンポーネントのアクセス権を設定する
フォルダ コンポーネントのアクセス権を設定するには：
1

アイテム ペインで、フォルダ タブをクリックします。

2

フォルダを右クリックし、詳細
注:

コンポーネントのアクセス権... を選択します。

プロジェクトのコンポーネントのアクセス権を変更するには、管理者の権限が必要です。

3

フォルダ コンポーネントのアクセス権 ダイアログ ボックスで、カテゴリ リストからコンポーネントを選択してから、追加
をクリックします。

4

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 ボックスで、 グループまたはユーザー、およびその両
方を選択して、それらのアクセスを 許可 または 禁止 します。

5

OK をクリックして、フォルダ 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。

6

ユーザーとグループ リストに追加したグループまたはユーザーを選択してから、権利 カラムで必要なオプションをチェ
ックするか、すべて選択 をクリックします。

7

許可 または 禁止 を選択して、 選択したユーザーと権利に対して行われる動作を指定します。

8

アクセス権の許可と禁止を適切なユーザーとグループすべてに対して設定するまで、この処理を繰り返してから、OK
をクリックします。
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プロジェクトのプロパティを表示または変更する
各プロジェクトは次のとおりプロパティを設定できます。プロジェクト名を指定する、キーワード展開を有効にする、チェックイ
ン時にリビジョン コメントを強制する、チェックイン時のファイル ロック動作を指定する、処理ルールと処理アイテムを定義
する、代替プロパティ エディタを指定するなどが可能です。

プロジェクトのプロパティを表示または変更するには：
1

プロジェクト

2

表示または変更するプロパティを含むタブを選択します。

3

すべての必要な変更を加えて、OK をクリックします。

プロパティ... を選択して、プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックスを開きます。

関連概念
プロジェクトの概要
処理アイテムの概要
関連手順
プロジェクトを作成する
プロジェクト名または説明を変更する
リビジョン コメントの入力を強制する
チェックイン時に排他的ロックを強制する
ロックされていないファイルを読み取り専用に設定する
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プロジェクトの処理ルールを確立する
処理ルールの体系を確立することにより、次のことが可能になります。

♦ プロジェクトにファイルを追加またはチェックインするたびに、その処理アイテムの使用を要求する
♦ プロジェクトでは、特定のステータスを持った一定のタイプのアイテムだけを処理アイテムとして使用できることを明文
化する

♦ プロジェクトに対する拡張処理リンクの利用を有効化する
注: 処理ルールを設定するには、プロジェクト プロパティを変更するために必要なアクセス権を持っていなければなりませ
ん。 一般に、この権限があるのはチーム リーダーと管理者に限られます。 また、プロジェクト ユーザーに、プロジェク
ト ビュー内のアイテムを参照し、修正する権利があること、ファイルや処理アイテムに対するリンクを作成し、修正す
る、拡張モデルを使用している場合はタスクとタスクへのリンクを作成する権利があることを確認する必要があります。

チェックイン時に処理アイテムの使用を要求し、使用する種類を指定するには：
1

プロジェクト
す。

2

ファイルの追加またはチェックイン時に処理アイテムの選択が必要 チェック ボックスをオンにします。

3

処理アイテムとして使用を許可するアイテムのタイプのチェックボックスをオンにします。 （以下参照）

プロパティ... を選択して、プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックスの 処理ルール タブを選択しま

変更要求を処理アイテムとして使用することを許可するには：
1

処理アイテムとして変更要求を選択できる チェック ボックスをオンにします。

2

次のいずれかを行います。

♦ 対応開始 ステータスを持つ変更要求のみを使用するには、対応開始 チェック ボックスをオンにします。
♦ ステータスが 処理中 の変更要求のみを使用するには、処理中 チェック ボックスをオンにします。
♦ [対応開始] または [処理中] のいずれかのステータスを持つ変更要求のみを使用するには、対応開始 と 処理
中 両方のチェック ボックスをオンにします。

♦ ステータスに関わらず、任意の変更要求を処理アイテムとして使用するには、対応開始 と 処理中 両方のチェッ
ク ボックスをオフにします。

要件を処理アイテムとして使用することを許可するには：
1

処理アイテムとして要件を選択できる チェック ボックスをオンにします。

2

次のいずれかを行います。

♦ 承認 ステータスを持つ要件のみを使用するには、承認 チェック ボックスをオンにします。
♦ ステータスに関わらず、任意の要件を処理アイテムとして使用するには、承認 チェック ボックスをオフにします。

タスクを処理アイテムとして使用することを許可するには：
1

処理アイテムとしてタスクを選択できる チェック ボックスをオンにします。
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2

次のいずれかを行います。

♦ ステータスが 開始可能 のタスクのみを使用するには、開始可能 チェック ボックスをオンにします。
♦ ステータスが 実行中 のタスクのみを使用するには、実行中 チェック ボックスをオンにします。
♦ [開始可能] または [実行中] のいずれかのステータスを持つタスクのみを使用するには、開始可能 と 実行中
両方のチェック ボックスをオンにします。

♦ ステータスに関わらず、任意のタスクを処理アイテムとして使用するには、開始可能 と 処理中 両方のチェック
ボックスをオフにします。

プロジェクトに対して拡張処理リンクを有効化するには：
1

プロジェクト
す。

2

チェック ボックス 拡張処理リンクを有効にする をオンまたはオフにして、標準リンク モデルと拡張リンク モデルのどち
らを使用するのかを指定します。

プロパティ... を選択して、プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックスの 処理ルール タブを選択しま

拡張モデルの場合、処理アイテム（ある特定の一連の変更を行うために指定されたアイテム）は、タスクを処理するた
めにリンク付けされます。タスクは、特定のビューにおいて関連づけられた変更を表すために自動的に作成されま
す。 処理タスクを介することにより、変更は処理アイテムに 暗黙的に リンクされます。
注: 一部の StarTeam インテグレーションでは、処理ルールは認識されず、無視されます。
関連概念
処理アイテムの概要
処理アイテムと処理リンク
関連手順
アクセス権をプロジェクトに割り当てる
関連参照
アクセス権と特権
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プロジェクトをショートカットで開く
特定の StarTeam プロジェクトに頻繁にアクセスする場合は、デスクトップにショートカットを作成しておくことができます。 シ
ョートカットをダブルクリックすると、StarTeam が起動し、ショートカットに関連付けられているビューが開きます。

ショートカットでプロジェクト ビューを開くには：
1

プロジェクト メニューから プロジェクト ショートカットを開く... を選択します。 開く ダイアログ ボックスが表示されます。

2

ショートカット名を選択し、開く をクリックします。

注: ショートカットの一部としてビュー構成も保存されます。
関連概念
プロジェクトの概要
関連手順
プロジェクトをショートカットとして保存する
ファイルをプロジェクトに追加する
プロジェクトをショートカットとして保存する
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プロジェクトをショートカットとして保存する
特定の StarTeam プロジェクトに頻繁にアクセスする場合は、デスクトップにショートカットを作成しておくことができます。 シ
ョートカットをダブルクリックすると、StarTeam が起動し、ショートカットに関連付けられているビューが開きます。

プロジェクト ビューに対するショートカットを保存するには：
1

StarTeam にログオンし、ショートカットを作成するプロジェクト ビューのウィンドウを開きます。

2

プロジェクト 名前を付けてショートカットを保存... を選択するか、ツールバーの 名前を付けてショートカットを保存 ボタ
ンをクリックします。 名前を付けて保存 ダイアログが開きます。

3

ファイル名 テキスト ボックスにショートカットの名前を入力するか、またはデフォルト名を使用します。
.stx 拡張子を削除しないように注意してください。

4

ショートカットを保存する場所（通常はデスクトップ）を選択します。

5

保存 をクリックします。

関連概念
プロジェクトの概要
関連手順
ファイルをプロジェクトに追加する
プロジェクトをショートカットで開く
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プロジェクトを作成する
プロジェクトを作成するには：
1

StarTeam クライアントを起動します。

2

プロジェクト

3

サーバー リストからプロジェクト用のサーバー構成を選択します。

新規作成... を選択し、新規プロジェクト ウィザード を開きます。

注:

サーバー/プロジェクト ツリー に対象のサーバーがない場合は、サーバーの追加... をクリックして
サーバーの追加 ダイアログ ボックスでサーバーを追加します。

4

次へ > をクリックして次に進みます。

5

プロジェクト名 フィールドに新規プロジェクトの名前を、プロジェクトの説明 フィールドに説明を入力し、次へ > をクリッ
クします。

6

プロジェクトのルート フォルダ用のデフォルト作業フォルダとして使用するコンピュータ上のフォルダを、入力または参
照します。
作業フォルダが存在しない場合、フォルダのパスと名前を入力します。新規プロジェクト ウィザード によりフォルダが
作成されます。
注:

デフォルトの作業フォルダは、ユーザーのローカル コンピュータ上のドライブや共有ファイル サー
バー上の個人用ディレクトリなど、ユーザーごとに物理的に別々の場所を指している必要がありま
す。

7

次へ > をクリックします。

8

オプションで、作業フォルダに子フォルダがある場合、プロジェクトに追加しない任意の子フォルダを選択し、除外 をク
リックします。
ヒント:

9

リセット をクリックすると、前に除外したフォルダがリストに戻ります。

完了 をクリックすると、処理が終了し、プロジェクトが開きます。
注:

プロジェクトを作成すると、StarTeam クライアント ウィンドウに、プロジェクトの現在のビューのフォ
ルダ階層 フォルダ ツリー が表示されます。 必要に応じて、別のフォルダを追加できます。

関連概念
プロジェクトの概要
関連手順
ファイルをプロジェクトに追加する
サーバー構成を追加する
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プロジェクトを削除する
プロジェクトを削除するには、削除の特権またはアクセス権が必要です。 プロジェクトを削除すると、チーム内の誰もそのプ
ロジェクトの要素にアクセスできなくなるので、プロジェクトとそのフォルダを本当に削除しても問題がないことを確認したう
えで行ってください。
削除したプロジェクトは、プロジェクトを開く ダイアログまたは ビューの選択 ダイアログでは表示されなくなります。 プロジェ
クトを削除したときに接続しているユーザーに対しては、次にプロジェクトコマンドまたはビューコマンドを実行したときにメッ
セージが表示されます。
プロジェクトを削除すると、サーバーのデータベースからすべてのデータが削除されます。 一方、共有されていない要素に
はアクセスできなくなります。

サーバーからプロジェクトを削除するには：
1

ルート プロジェクト フォルダを選択します。

2

プロジェクト

3

はい をクリックすると、プロジェクトが削除されます。

削除 を選択します。 削除の確認を求めるメッセージが表示されます。

関連概念
プロジェクトの概要
関連手順
ファイルをプロジェクトに追加する
サーバー構成を追加する
プロジェクト間のアクティビティのサポート
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プロジェクト名または説明を変更する
適切なアクセス権がある場合は、[プロジェクトのプロパティ] ダイアログを使用して、プロジェクト名や説明の確認や変更を
行うことができます。

プロジェクト名または説明を変更するには：
1

メニューから プロジェクト

2

名前 タブを選択します。

3

名前 テキスト ボックスにプロジェクトの新しい名前を入力します。

4

説明 テキスト ボックスにプロジェクトの新しい説明を入力します。

5

OK をクリックします。

プロパティ... を選択します。 プロジェクトのプロパティ ダイアログが表示されます。

関連概念
プロジェクトの概要
プロジェクトを作成する
関連手順
ファイルをプロジェクトに追加する
サーバー構成を追加する
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リビジョン コメントの入力を強制する
ユーザーが ファイル
チェックイン... を使用するかコンテキスト メニューから チェックイン... を選択することでファイルをチ
ェックインしようとすると、チェックイン ダイアログが表示されます。 デフォルトでは、ユーザーはこのダイアログで、チェック
イン操作についてのコメントを入力できますが、入力は必須ではありません。
ユーザーがツールバーの チェックイン ボタンのいずれかをクリックしてファイルをチェックインしようとした場合、このダイア
ログ ボックスは開かないので、リビジョン コメントを入力することはできません。
ただし、管理者はプロジェクトのプロパティを、ユーザーがチェックイン理由を必ず入力するように設定できます。 この設定
は、ユーザーが ファイル メニュー、コンテキスト メニュー、ツールバーのどれを使ってチェックインを実行する場合でも適用
されます。

リビジョンのチェックイン コメントや理由を必ず入力するようユーザーに強制するには：
1

メニュー バーから プロジェクト

プロパティ... を選択します。

プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。
2

オプション タブを選択します。

3

ファイルのチェックイン時にリビジョン コメントが必要 チェック ボックスをオンにします。
注:

4

この設定は、統合環境パッケージには適用されません。

OK をクリックします。
これ以後、ユーザーがファイルをチェックインしようとすると チェックイン ダイアログ ボックスが常に開くようになり、コメ
ント テキスト ボックスにチェックイン理由を入力しなければチェックイン操作を完了できなくなります。

関連概念
プロジェクトの概要
処理アイテムの概要
関連手順
プロジェクトを作成する
プロジェクトのプロパティを表示または変更する
プロジェクト名または説明を変更する
チェックイン時に排他的ロックを強制する
関連参照
ロックされていないファイルを読み取り専用に設定する
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レポートを作成する
アプリケーションで作成したレポートには、上部ペインに表示されているデータのすべてまたは一部が表示されます。 レポ
ートはすべて .html 形式で生成されます。
注: StarTeam Datamart を使用してレポートを作成することもできます。 詳細は、"StarTeam Datamart User Guide.pdf" を
参照してください。

レポートを作成するには：
1

フォルダの階層からフォルダを選択します。

2

コンポーネント タブをクリックします。

3

コンポーネントまたはコンテキスト メニューから レポート... を選択します。 レポート ダイアログに、利用可能なレポー
ト リスト ボックスが表示されます。

4

利用可能なレポート リスト ボックスから、生成するレポートのタイプを選択します。

5

次のいずれかを行います。

♦ 上部ペインで選択されているアイテムのみを含めるには、選択したレポート オプション ボタンを選択します。
♦ 上部ペインに表示されているすべてのアイテムを含めるには、すべて選択 オプション ボタンを選択します。
6

出力ファイル名 テキスト ボックスに、レポート ファイル名のパスを入力するか選択ダイアログを使って入力します。
ファイルの拡張子には .htm または .html を使用してください。
注:

デフォルトでは、デフォルト レポートファイル名の規則は STReport<日付><英数字コード>.html
（たとえば、STReport2006-07-24T22-03-59Z.html）です。

7

レポートの名前を レポートのタイトル テキスト ボックスに入力します。

8

生成 をクリックしてレポートを画面で参照します。 Web ブラウザが開いて、レポートが表示されます。 さらに、前の手
順 6 で指定した場所にレポートが保存されます。

関連概念
レポート
Datamart によるデータのエクスポート
関連手順
レポート テンプレートをカスタマイズする
レポート出力パスを構成する
レポートを印刷する
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場所の参照を表示する
手動での共有であること、また、ビューが他のビューの子ビューであることから、フォルダまたはアイテムが (同じサーバー
構成内の) 複数のプロジェクト、ビュー、または親フォルダに関連付けられる場合があります。 フォルダまたはアイテムの各
インスタンスには、チップ リビジョンに対する参照があります。
フォルダ参照を確認するには、別のダイアログを開き、アイテム参照を確認するには、プロジェクト ビュー ウィンドウの下部
ペインの 参照 タブを使用します。

参照を表示するには、以下のいずれかの操作を実行します。
1

フォルダ参照を表示する

2

フォルダの過去のリビジョンに対する参照を表示する

3

アイテム参照を表示する

4

アイテムの過去のリビジョンに対する参照を表示する

フォルダ参照を表示するには：
1

フォルダの階層ツリーから対象フォルダを選択します。

2

選択したフォルダを右クリックし、詳細

参照... を選択します。

フォルダ参照 ダイアログ ボックスに、このフォルダを参照しているプロジェクト ビューとそれらの相互の関係を示すツ
リーが表示されます。

フォルダの過去のリビジョンに対する参照を表示する
1

フォルダ階層ツリーでフォルダを右クリックし、プロパティ... を選択します。

2

履歴 タブをクリックします。
注:

このフォルダの履歴を参照するアクセス権を持っていない場合は、履歴 タブが表示されません。

3

履歴 リストからリビジョンを選択します。

4

選択したリビジョンを右クリックし、参照... を選択します。
適切な 参照 ダイアログ ボックスが表示されます。

アイテムの参照を表示するには：
1

上部ペインからアイテムを 1 つ選択します

2

下部ペインの 参照 タブをクリックします。
フォルダ参照 と同様のデータが、下部ペインに表示されます。 参照 ペインにはコンテキスト メニュー（ [アイテム プロ
パティ...] と [参照アイテムの選択] ）があります。

アイテムの過去のリビジョンに対する参照を表示する
1

上部ペインからアイテムを 1 つ選択します

2

下部ペインの 履歴 タブをクリックします。

3

履歴 リストからリビジョンを選択します。
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4

選択したリビジョンを右クリックし、参照... を 履歴 コンテキスト メニューから選択します。
適切な 参照 ダイアログ ボックスが表示されます。

関連概念
フォルダやアイテムへの参照
関連手順
プロジェクトを管理する
フォルダとアイテムで作業する
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拡張処理リンクの使用を有効にする
Cross-Platform Client では、各ユーザーがプロジェクトで標準リンク モデルではなく、拡張処理リンク モデルを使うように
指定できます。 標準リンク モデルでは、対象アイテムが変更の理由として指定されている場合、該当する処理アイテムか
ら変更された各ファイルとフォルダに直接処理リンクが作成されます。
拡張リンク モデルでは、処理アイテム（対象の各種変更の理由として指定されたアイテム）は、特定ビューで関連する変更
を表すために自動的に作成された処理タスクから区別されます。 変更済みファイルとフォルダは処理リンクに間接的（処理
タスク経由で）にリンクされます。
注: サーバーの構成 ダイアログ ボックスにある 全般 タブの 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 と 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 チェック ボックスの両方をオンにす
る、または特定のサーバー構成で両方のオプションを無効にすることをお勧めします。 Cross-Platform Client の プロ
ジェクトのプロパティ ダイアログ ボックスにある 処理ルール タブでプロジェクト単位で拡張処理リンクの使用を制御で
きます。 たとえば、サーバー構成で両方のオプションを有効にした場合、Cross-Platform Client の プロジェクトのプロ
パティ ダイアログ ボックスにある 処理ルール タブで 拡張処理リンクを有効にする チェック ボックスをオフにして、無
効にできます。 プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックスでプロジェクト単位でこれらのオプションの制御を開始し
たら、サーバー構成で 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 チェック ボックスが有
効にならなくなります。

クライアントのプロジェクトで拡張処理リンクの使用を有効にするには：
1

プロジェクト

2

処理ルール タブを選択します。

3

拡張処理リンクを有効にする チェック ボックスをオンにしてから、OK をクリックします。

プロパティ... を選択して、プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックスを開きます。

関連概念
プロジェクトの概要
処理アイテムと処理リンク
関連手順
プロジェクトを作成する
拡張処理リンクを使うためにサーバー構成を設定する
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拡張処理リンクを使うためにサーバー構成を設定する
サーバー管理者は、デフォルトのサーバーの動作で、サーバー構成上のすべてのプロジェクトやサーバー構成上で作成さ
れたすべての新規プロジェクトに対して、拡張処理リンクを使うことができるように指定できます。
標準リンク モデルでは、対象アイテムが変更の理由として指定されている場合、該当する処理アイテムから変更されたそ
れぞれのファイルやフォルダに直接処理リンクが作成されます。 拡張リンク モデルでは、処理アイテム（対象の各種変更
の理由として指定されたアイテム）は、特定ビューで関連する変更のもとになる動作を表すタスクから区別されます。 変更
は、処理タスクを介して、 間接的に 処理アイテムにリンクされます。
注: サーバーの構成 ダイアログ ボックスにある 全般 タブの 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 と 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 チェック ボックスの両方をオンにす
る、または特定のサーバー構成で両方のオプションを無効にすることをお勧めします。 Cross-Platform Client の プロ
ジェクトのプロパティ ダイアログ ボックスにある 処理ルール タブでプロジェクト単位で拡張処理リンクの使用を制御で
きます。 たとえば、サーバー構成で両方のオプションを有効にした場合、Cross-Platform Client の プロジェクトのプロ
パティ ダイアログ ボックスにある 処理ルール タブで 拡張処理リンクを有効にする チェック ボックスをオフにして、無
効にできます。 プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックスでプロジェクト単位でこれらのオプションの制御を開始し
たら、サーバー構成で 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 チェック ボックスが有
効にならなくなります。

サーバー構成のすべてのプロジェクトで拡張処理リンクを使用できるように指定するには：
1

サーバー管理ツールを開きます。

2

サーバーにログオンします。

3

ツール

4

次のいずれか、または両方を実行します。

管理

サーバーの構成 で 全般 タブを選択します。

♦ 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 チェック ボックスをオンにします。 これ
によりユーザーは対象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 チェック ボックスをオンにします。 これによ

りユーザーは対象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。
注:

StarTeam Server 2008 より前に作成されたサーバー構成では、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 のみ表示されます。旧バージョンのサーバー構成で拡張モデ
ルの新規プロジェクトを利用できないからです。

関連概念
プロジェクトの概要
処理アイテムと処理リンク
関連手順
拡張処理リンクの使用を有効にする
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接続のプロパティを表示する
接続のプロパティでは、サーバーの説明、サーバーのアドレス、エンドポイント（ポート）、ログオンしているユーザー、ログオ
ン日時を確認できます。

接続のプロパティを確認するには：
1

メニュー バーから プロジェクト

接続のプロパティ... を選択します。

接続のプロパティ ダイアログ ボックスが開き、すべてのサーバー接続のプロパティ値が表示されます。
2

OK をクリックします。

関連概念
プロジェクトの概要
関連手順
サーバー構成を追加する
Toolbar Utility でアプリケーションを起動する
ログオフする
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既存のプロジェクトを開く
既存のプロジェクト ビューにアクセスするには、その前に、適切なサーバーにアクセスし、ログオンして、プロジェクトを開く
必要があります。

既存のプロジェクトを開くには：
1

次のいずれかを行います。

♦ プロジェクト ツールバーの プロジェクトを開く をクリックします。
♦ メニューから プロジェクト
2

開く... を選択します。 プロジェクトを開く ウィザードが表示されます。

プロジェクトが存在するサーバー名の前にあるプラス記号をクリックするか、サーバー構成の名前をダブルクリックしま
す。

♦ そのサーバー構成に既にログオンしている場合は、次の手順は必要ありません。
♦ ログオンしていない場合は、<サーバー構成名> にログオン 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。 操作を続けるには、適切なアクセス権が必要です。 パスワードには大文
字/小文字の区別があり、長さの制限がある場合もあります。 詳細は、「StarTeam の管理」の項を参照してください。

4

ログオンすると、プロジェクトを開く ウィザードに選択したサーバー構成に対するプロジェクトのリストが表示されま
す。 次のいずれかを行います。

♦ プロジェクト名を選択し、完了 をクリックしてプロジェクトを開きます。
♦ プロジェクト名をダブルクリックし、そのプロジェクトの特定のビューを選択します。
♦ プロジェクト名を選択し、次へ > をクリックして、そのプロジェクトの特定のビューを選択します。
5

プロジェクトを開く ウィザードから ビューの選択 ダイアログが開いた場合は、ビュー ツリー リストから名前を選択して
完了 をクリックするか、単純にビュー名をダブルクリックして、プロジェクトをそのビューで開きます。

注: ビュー アイコンが灰色に表示されている場合、そのビューにはアクセスできません。
関連概念
プロジェクトの概要
関連手順
ファイルをプロジェクトに追加する
サーバー構成を追加する
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ビューを管理する
ビューの管理に関連するタスクについて説明します。
このセクションの内容
ビュー ラベルをコピーする
既存のビュー ラベルに基づいてビュー ラベルを作成する方法を説明します。
ビュー ラベルを作成する
ビュー ラベルを作成する方法を説明します。
ビューのデフォルトおよび代替作業フォルダを変更する
ビューのデフォルトおよび代替作業フォルダを変更する方法について説明します。
ビューのプロパティを確認または変更する
ビューのプロパティを確認または変更する方法を説明します。
ビューを作成および構成する
ビューを新規作成する方法について説明します。
ビューを削除する
ビューを削除する方法を説明します。
ビューを更新する
StarTeam でビューを更新する各種方法を説明します。
ビュー名または説明を変更する
ビューの名前または説明を変更する方法を説明します。
現在のビュー構成をロールバックする
現在のビュー構成をロールバックする方法を説明します。
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ビュー ラベルをコピーする
ビュー ラベルを作成し、既存のビュー ラベルと同じアイテム リビジョンに添付して、ラベルに追加や例外を少し加える必要
がときにはあります。 ここでは、既存のビュー ラベルに基づいてビュー ラベルを作成する方法を説明します。 例として、ビ
ルドは、ビューがあるラベルにロール バックされてからのみ行われ、かつ、ビルドにはラベルと同じ名前がつけられると仮
定します。 前回のビルドで、ヘルプ ファイルが 1 つだけ欠けていた場合、ユーザーはおそらく、既存のラベルをそのファイ
ルも含めるように変更し、再ビルドしようとするでしょう。 しかし、前回のビルドがすでに、フィールド テストに参加しているユ
ーザーに渡されてしまっている場合、同じラベルの使用は混乱を招く可能性があります。 このような場合、古いラベルのコ
ピーとして新しいビュー ラベルを作成し、その後で欠けていたファイルを新しいラベルに追加すると良いでしょう。
注: ビュー ラベルのコピーは、この操作を実行しているビューにそのビュー ラベルが既に存在していなければ実行できま
せん。 また、ビューの構成も現在の構成である必要があります。

新しいビュー ラベルを作成し、それを既存のビュー ラベルと同じアイテム リビジョンに添付するには：
1

ビュー

2

新規作成 をクリックして、ビュー ラベル ダイアログ ボックスを開きます。

3

ラベル名とラベルの説明を入力します。

4

ラベル付きの構成 オプションを選択し、そのラベルを既存のラベルを含むアイテム リビジョンに添付します。

5

オプションで、このラベルをビルド ラベルにしない場合は、ビルド ラベルとして使用 のチェックボックスをオフにしま
す。

ラベル... を選択して、ラベル ダイアログ ボックスを開きます。

注:
6

デフォルトでは、すべてのビュー ラベルをビルド ラベルとして指定できます。

OK をクリックしてから、閉じる をクリックして、ラベル ダイアログ ボックスを閉じます。
新しいビュー ラベルが、既存のラベルと同じリビジョンに添付されます。

7

上部ペインで新しいラベルと異なっている必要があるアイテムを選択します。
ヒント:

特定のラベルですべてのアイテムを選択することもできます。 上部ペインでアイテムを右クリッ
クし、選択 ラベルで... を選択します。 ラベルを選択したとき、そのラベルに添付されているす
べてのアイテムが自動的に選択されます。

8

追加しないアイテムから新しいラベルを添付解除します。

9

以前に含まれていないアイテムに新しいラベルを添付し、すでに添付されているアイテムの別のリビジョンに新しいラ
ベルを添付します。
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関連概念
ラベル
フォルダ
ビューの概要
分岐の理解
ビューの適切な使用
関連手順
ラベルをアイテムに添付する
ラベルを削除する
ラベルをアイテムから添付解除する
ビュー ラベルを作成する
リビジョン ラベルを作成する
ラベルを確認および移動する
リビジョン ラベルをコピーする
ラベルを凍結および凍結解除する
ビュー ラベルをプロモートする
ビュー ラベルを降格する
ラベル プロパティを構成または表示する
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ビュー ラベルを作成する
ビュー ラベル（通常、デフォルトでビルド ラベルとして使用される）は、特定のビュー内のすべてのフォルダとアイテムにラ
ベルを付ける場合にきわめて有効です。

ビュー ラベルを作成するには：
1

ラベルを適用する対象のビューを開きます。

2

ビュー

ラベル... を選択します。

ラベル ダイアログ ボックスが開き、ビュー タブがすでに選択された状態になります。 このタブには、既存のビュー ラ
ベルが、作成された時刻に基づいて新しい順に一覧表示されます。
3

新しいラベルを作成し、リスト ボックスにその名前を追加するために、新規作成 をクリックします。
ビュー ラベル ダイアログ ボックスが表示されます。

4

ラベル名とラベルの説明を該当するテキスト ボックスに入力します。 ラベル名の最大長は 64 文字であり、説明の最
大長は 254 文字です。

5

次のいずれかを選択します。

♦ 現在の構成： このラベルを、このビューの現在の構成内のすべてのアイテムのチップ リビジョンに添付します。
♦ ラベル付きの構成： このオプションでは、ユーザーが指定したラベルが現在付いているアイテムのリビジョンへ、
ラベルを添付します。 （別のビュー ラベルに基づいて新規ビュー ラベルを作成するのは、そのビュー ラベルを
コピーするのと同じ結果になります。）

♦ プロモーション状態の構成： このオプションでは、現在ユーザーが指定したプロモーション状態にあるアイテムの
リビジョンへ、ラベルを添付します。 （実際には、ラベルは、そのプロモーション状態の現在のビュー ラベルを含
むリビジョンに添付されます）。

♦ 日時を指定した構成： このオプションでは、指定した日時にチップ リビジョンであった、全アイテムのリビジョン
に、ラベルを添付します。

6

オプションで、以下のビルドで対応 プロパティの設定が 次のビルド になっている変更要求をすべて更新するには、ビ
ルド ラベルとして使用 のチェック ボックスをオンにします。 このオプションが選択されていない場合でも、変更要求に
はこのビュー ラベルが添付されますが、以下のビルドで対応 プロパティの設定が変更されません。

7

オプションで、このラベルを凍結して、このラベルに添付されるリビジョンを変更できないようにするには、凍結する チ
ェック ボックスをオンにします。

8

OK をクリックします。

注: StarTeam クライアントや StarTeam Server が稼動するコンピュータの日時は、同期が取られていることが常に重要で
す。 同期が取れていないまま、ユーザーがラベルの構成として現在時刻を選択した場合、ラベルが即座に表示されな
い場合があります。
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関連概念
ラベル
ビューの概要
分岐の理解
ビューの適切な使用
関連手順
リビジョン ラベルを作成する
ラベルを凍結および凍結解除する
ビュー ラベルをプロモートする
ビュー ラベルを降格する
ラベル プロパティを構成または表示する
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ビューのデフォルトおよび代替作業フォルダを変更する
デフォルト作業フォルダ を変更する前に、全員がサーバーがからログオフしており、サーバーがロックされていることを確認
してください。 カスタム フィールドを変更する場合や、すべてのユーザーに影響を与えるその他の作業を行うのと同様、上
記を行うことは重要です。
デフォルト作業フォルダ を変更すると、作業フォルダのパスだけでなく、ビューの各子フォルダに対するパスも同様に変更
される場合があります。これは、変更したユーザーだけでなく、同じビューを使用するすべてのユーザーに影響を与えま
す。
警告: プロジェクト管理者ではない場合は、デフォルト作業フォルダ を変更しないでください。 これらのデフォルト設定はす
べてのユーザーに影響し、設定が正しくないと別のユーザーが StarTeam ファイルをチェックアウトできなくなりま
す。 デフォルト設定ではフォルダの名前のみ設定する必要があります。 デフォルト作業フォルダ パス以外の場所を
作業フォルダとして使用する場合は、代替作業フォルダ パスを指定します。

作業フォルダの変更するには：
1

ビュー

2

名前 タブを選択します。

3

次のいずれかを行います。

プロパティ... を選択して、ビューのプロパティ ダイアログ ボックスを開きます。

♦ 代替 を選択してユーザー専用の別の作業フォルダを作成します。
♦ プロジェクト管理者の場合は、デフォルト を選択してすべてのユーザー用のデフォルト リポジトリ パスを指定し
ます。

4

新しい作業フォルダに対するパスを入力または参照して指定します。 パスを参照した場合は絶対パスになります。 た
だし、このパスは変更することができ、異なるドライブ文字を使用するコンピュータも使用できます。
注:

デフォルトの作業フォルダ は、ユーザーのワークステーション上のドライブや共有ファイル サーバ
ー上の個人用ディレクトリなど、ユーザーごとに物理的に別々の場所を指していることが重要です。

関連概念
ビューの概要
デフォルト作業フォルダと代替作業フォルダの理解
ビューの適切な使用
分岐オプションの概要
アイテムの分岐動作
関連手順
ビューを管理する
ビューを作成および構成する
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ビューのプロパティを確認または変更する
ビューの作成時に設定された値やビューのプロパティを確認する必要がときにはあります。 この情報を確認すると、ビュー
内で加えた変更や、そのビューから派生したビュー内で加えた変更の動作を理解する助けとなります。 適切なアクセス権
がある場合は、同様にビューのプロパティを変更することもできます。

ビューのプロパティを確認または変更するには：
1

ビュー

2

名前 タブを選択し、以下の情報を表示または変更します。

プロパティ... を選択して、ビューのプロパティ ダイアログ ボックスを開きます。

♦ ビューの名前と説明
♦ ビューの作成者と作成日時（読み取り専用）
♦ ビューで共有されるアイテムを変更時分岐に設定するかどうか
♦ 集中リポジトリとフォルダ単位のリポジトリのどちらが使用されているか
♦ 作業フォルダのパス
注:

ユーザーのアクセス権により、変更てきるアイテムが決まります。

3

階層 タブを選択します。このタブには、現在のプロジェクトが持つビューの一覧と、その相互関係が表示されます。

4

タイプ タブを選択します。このタブには、以下の情報が表示されます：

♦ ビューのタイプ
♦ ビューがルート ビュー、分岐ビュー、非派生ビュー、参照ビューのいずれであるか
♦ 分岐ビューの場合、元のビューのデフォルトが、「すべて分岐」と「分岐なし」のどちらであるか
♦ このビューの基となっている親ビュー
♦ このビューの作成に使用された親の構成
5

OK または キャンセル をクリックして終了します。
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ビューの概要
ビュー タイプの理解
ビューの適切な使用
分岐オプションの概要
アイテムの分岐動作
関連手順
ビューを管理する
ビューを作成および構成する
ビュー ラベルをコピーする
ビューを削除する
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ビュー タイプのオプションと設定
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ビューを作成および構成する
このトピックでは、既存のビューを基に新しいビューを作成する基本手順について説明します。

ビューを新規作成して構成するには：
1

新規ビューの基にするプロジェクト ビューを表示します。

2

ビュー

3

ビューのタイプを選択 リスト ボックスから利用可能なオプションを 1 つ選択します。

新規作成... を選択し、新規ビュー ウィザード を開きます。

♦ すべて分岐： 現在開いているビューの構成に基づきます。 新しいビュー内のアイテムはすべて、変更を加えら

れた時点で分岐します。 この分岐動作を新しいビュー内の各アイテムについて後から個別に変更して、分岐し
ないようにすることもできます。

♦ 参照： ユーザーが親ビューの現在の構成のサブセットから読み込みやサブセットへの書き込みができます。 ど
の変更もすべて参照ビューとその親の両方に反映されます。

♦ 読み取り専用参照： 親ビューのサブセットからユーザーが読み取りできます。 読み取り専用参照ビューの内容

は、読み取り/書き込み可能参照ビューと違って、現在のもの（変動）の場合もあれば、ラベル、プロモーション状
態、時間のいずれかを指定することにより親ビューの過去のある時点に構成されている場合もあります。

ビュー タイプ オプション（拡張ビューのタイプを含む）の詳細は、下のリンクの「ビュー タイプ オプションおよび設定」を
参照してください。
4

ビューの名前と説明を、ビュー名 と ビューの説明 テキスト ボックスに入力し、次へ > をクリックします。

5

新しいビューの ルート フォルダ を選択して、次へ > をクリックします。
注:

6

新規ビュー ウィザード のこの手順は 派生なし ビューにはありません。

適切な作業フォルダの名前を デフォルトの作業フォルダ に入力または参照して指定します。
警告:

一方、 すべて分岐 ビュー、または 派生なし ビューを作成する場合は、必ず親ビューが使用して
いるフォルダとは異なる作業フォルダを使用します。 親ビューと子ビューに同じ作業フォルダを使
用すると、一方のビューからファイルをチェックアウトしている時は、もう一方のビューでの変更が
上書きされてしまう可能性があります。 また、誤ったファイル ステータスが表示されることがあり
ます。 参照 ビューまたは 読み取り専用の参照 ビューを作成する場合は、親ビューと同じ作業フ
ォルダを使用できます。

7

次へ > をクリックして タイプの選択 ページを表示します。

8

新しいビューに含めるアイテムのタイプを選択します。 ビューのアクセス権 ダイアログ ボックスで デフォルト タイプの
オーバーライド オプションが選択されない限り、新しいビューには選択したタイプのアイテムが親ビューから含まれま
す。
ヒント:

9

共有アイテムがないビューを作成するには、すべて分岐 ビュー タイプを使用し、タイプの選択
ページにあるすべてのチェック ボックスをオフにします。

次へ > をクリックして 構成 ページを表示します。
派生なし ビューまたは 参照 ビューを作成する場合は、完了 をクリックします。
注:

派生なし ビューの場合は、親ビューからのアイテムが 1 つも含まれていないため、新規ビュー ウィ
ザード: 構成 ページが表示されません。 参照 ビューの場合も、構成 ページは表示されません。こ
のビューのアイテムは、親ビューのアイテムと同じ構成を持つからです。

10 この 構成 ページでは、利用可能な構成オプションのいずれかを選択します。
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11 完了 をクリックします。
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ビューを削除する
プロジェクト ビューの削除は、削除する必要が本当にあることを確認したうえで行ってください。 ビューを削除すると、他の
プロジェクトまたはビューと共有していないアイテムには、アクセスできなくなります。 削除したビューは、ビューの選択 ダイ
アログ ボックスにも表示されなくなります。ただし、ビューを削除しても、サーバーのデータベースからデータが削除される
ことはありません。
プロジェクト ビューを削除したときにそのビューに接続していた他のユーザーに対しては、次にビューコマンドを実行したと
きに 削除済み のメッセージが表示されます。
注: ビューは、派生した子ビューがある場合、削除することはできません。

ビューを削除するには：
1

ビュー

2

はい をクリックして削除を確認します。 ビューの名前の入力を求める確認ダイアログ ボックスが表示されます。

3

ビュー名 テキスト ボックスにビューの名前を入力します。大文字と小文字が区別されます。

4

OK をクリックします。 削除したビューのウィンドウが閉じます。

削除 を選択します。 削除の確認を求めるメッセージ ボックスが表示されます。
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ビューを更新する
StarTeam プロジェクト ビュー ウィンドウに表示されるデータは、更新対象により、異なる方法で更新できます。

ビューを更新するには：
1

ビューのウィンドウから、次のいずれかを実行します：

♦ ファイル リストや変更要求リストなど、現在のアイテム リストが表示されている右上のペインを更新するには、
F5 を押します。

♦ 上部ペインを更新し、同時に開いているすべてのグループを折りたたむには、CTRL+F5 を押します。
♦ ビュー全体（すべてのタブのすべてのアイテム リストとフォルダ階層）を更新するには、SHIFT+F5 を押します。

ヒント: 個人用オプション ダイアログ ボックスにある ワークスペース タブまたは StarTeamMPX タブで 自動更新 を設定で
きます。 自動更新 はウィンドウを最小化している場合でも実行できるように設計されています。
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ビュー名または説明を変更する
作成時には、ルート ビューにプロジェクトと同じ名前が設定されます。 ただし、適切な権利があれば、ルート ビューまたは
その子の名前や説明を変更できます。

ビューの名前と説明を変更するには：
1

ビュー

2

名前 ページで、新しい名前を 名前 テキスト ボックスに入力します。

3

新しい説明を 説明 テキスト ボックスに入力します。

4

OK をクリックして終了します。

プロパティ... を選択して、ビューのプロパティ ダイアログ ボックスを開きます。

関連概念
ビューの概要
ビュー タイプの理解
ビューの適切な使用
分岐オプションの概要
アイテムの分岐動作
関連手順
ビューを管理する
ビューを作成および構成する
ビュー ラベルをコピーする
ビューを削除する
現在のビュー構成をロールバックする
関連参照
ビュー タイプのオプションと設定

356

現在のビュー構成をロールバックする
デフォルトでは、ビューには現在の構成が含まれます。つまり、プロジェクト内のアイテムの最新リビジョンが表示されま
す。 ただし、ラベル、プロモーション状態、または日時に基づいて、ビューを過去の状態にロールバックできます。 この方法
でビューをロールバックすると現在のユーザーに対してのみ構成が適用されることに注意してください。
ビューをロールバックすると、そのビューは変更できなくなります。この状態は、現在の構成 を選択するまで、またはプロジ
ェクトを閉じるまで続きます。プロジェクトを閉じると、ビューは自動的に「現在」に変わります。 過去は変更できないので、ロ
ールバックしたビューでは、ファイルのチェックインや変更要求の更新などはできません。
ビューを構成する際、プロモーション状態をベースにできます。 状態が [現在] に割り当てられている、あるいは特定のビュ
ー ラベルに割り当てられている場合でも、プロモーション状態に対して構成されたビューは読み取り専用です。 この読み取
り専用ステータスでは問題が発生することがあります。たとえば、以前に存在したファイルを表示し、新しい変更要求を作成
する必要があるユーザーに対して問題となります。 変更要求は現在の構成にのみ追加できるので、ユーザーは場合によ
っては対象ビューで次の 2 つのウィンドウを開く必要があります。過去の時点に構成されているウィンドウと現在の構成に
設定されているウィンドウです。

現在のビューをロールバックするには：
1

ビュー

2

ビュー構成オプションを選択します。

構成の選択... を選択して、ビュー構成の選択 ダイアログ ボックスを開きます。

♦ ラベル付きの構成： このオプションは、指定したビュー ラベルのアイテムのみにビューを制限します。 ビューに

ラベルがない場合は選択できません。 ビューが分岐ビューの場合には、ラベルはそのビュー内に作成されてい
なければなりません。 既存のラベルが、作成日時に基づいて、新しいものから順に一覧表示されます。 参照ビ
ューは、親ビューからラベルを継承します。

♦ プロモーション状態の構成： このオプションは、ビューを特定のプロモーション状態にロールバックします。 指定
したプロモーション状態のビューだけが表示されます。

♦ 日時を指定した構成： このオプションは、特定の日時までビューをロールバックします。 指定した日時の直前に

存在していたすべてのアイテムが表示されます。 このオプションのデフォルトは現在の日時ですが、過去の日時
を選択できます。

3

OK をクリックします。

現在の構成に戻すには：
1

ビュー

2

現在の構成 を選択し、OK をクリックします。

構成の選択... を選択して、ビュー構成の選択 ダイアログ ボックスを開きます。

プロモーション状態を基にビュー構成を行うには：
1

ビュー

2

プロモーション状態の構成 を選択します。

3

ドロップダウン リスト ボックスから、状態を選択します。

構成の選択... を選択して、ビュー構成の選択 ダイアログ ボックスを開きます。

ビューをプロモーション状態に構成することにより、プロモーション状態の動的な性質が維持されます。 プロモーション
状態のビュー ラベルが変わると、そのビューは次の更新時に新しいビュー ラベルに合わせて構成されます。 プロモ
ーション状態の名前がステータス バーに表示されます。 ビューを終了して戻ると、現在の構成に戻ります。
4

OK をクリックします。
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分岐操作
このセクションでは、分岐に関連する情報を説明します。
このセクションの内容
共有アイテムの分岐動作を構成する
共有アイテムの分岐動作を構成する方法を説明します。
分岐ビューを作成する
ビューを分岐する方法を説明します。
分岐動作を確認および変更する
ファイル、フォルダ、および変更要求に対する分岐設定を確認および変更する方法を説明します。
非分岐ファイルを表示するようにビューを構成する
非分岐ファイルを簡単に表示し、親ビューから新しい構成にベースを簡単に変更する方法を説明します。

359

共有アイテムの分岐動作を構成する
2 つのビューが同じサーバー構成に属している場合、ビューの間でフォルダやアイテムを共有できます。 また、同じビュー
内のフォルダ間で共有することもできます。 分岐可能なフォルダやアイテムを共有すると、それらは新規ビューでも分岐動
作を持ちます。 要件、タスク、およびトピックは分岐動作を備えていません。
アイテムの動作によって、そのアイテムが変更時に分岐するかどうかが決まります。 共有アイテムの新しい場所での初期
動作は、アイテム共有時の [ビューで共有されるアイテムを変更時分岐に設定する] プロパティの設定によって異なりま
す。 このビュープロパティは、ルート ビューと分岐ビューの[ビューのプロパティ]ダイアログには表示されますが、参照ビュ
ーには表示されません。 参照ビューでは、分岐可能な共有フォルダやアイテムの動作は、参照ビューの親ビューにおける
このプロパティによって決まります。

アイテムの分岐動作を構成するには：
1

ビュー

2

名前 タブをクリックします。

3

ビューで共有されるアイテムを変更時分岐に設定する チェックボックスをオンまたはオフにします。

プロパティ... を選択して、ビューのプロパティ ダイアログ ボックスを開きます。

注:
4

ビューで共有されるアイテムを変更時分岐に設定する チェックボックスをオフにするのは推奨され
ず、保存時に警告メッセージが表示されます。

OK をクリックします。

アイテムを 1 つのビューで共有した後に、それらの動作をアイテムごとに変更できますが、ビューで共有されるアイテムを
変更時分岐に設定する プロパティをそれ以上変更しても、アイテムの動作は変わりません。
関連概念
分岐オプションの概要
ビューの概要
ビュー タイプの理解
ビューの適切な使用
分岐の理解
関連手順
ビューを管理する
ビューを作成および構成する
ビューのデフォルトおよび代替作業フォルダを変更する
ビュー ラベルをコピーする
ビューを削除する
現在のビュー構成をロールバックする
関連参照
ビュー タイプのオプションと設定
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分岐ビューを作成する
分岐ビューは、既存のビューから派生した新しいビューのことです。 分岐ビューが作成されると、StarTeam は親ビューから
子ビューへアイテムを共有します。 子ビューは、アイテムが親から受け継いだものだと知っていますが、親がそれらをどこ
から取得したかについては知りません。 たとえば、あるフォルダが別のプロジェクトから親ビューへ共有されていた場合、子
ビューはその別のビューに対して同じ共有を持つわけではありません。 それが必要な場合には、子ビュー内のフォルダを
削除し、その別のビューから子ビューへ直接そのフォルダを共有する必要があります（ちょうど、親ビューへ共有したのと同
じように）。
同様に、あるフォルダが親ビューから別のプロジェクトへ -- もしくは、その親ビュー内の別の場所へ -- 共有されていた場
合、子ビュー内にそれに相当するフォルダは、その別のプロジェクト、もしくは、親ビュー内の別のフォルダへ、同じ関係を持
つわけではありません。
注: 分岐できるのは、フォルダ、ファイル、変更要求のみです。 要件、タスク、およびトピックは分岐できません。

ビューを分岐するには：
1

新規ビューの基にするプロジェクト ビューを表示します。

2

ビュー 新規作成... を選択し、新規ビュー ウィザードを開きます。

3

すべて分岐 を ビューのタイプ リスト ボックスから選択します。

4

ビューの名前と説明を、ビュー名 と ビューの説明 テキスト ボックスに入力し、次へ > をクリックします。

5

新しいビューの ルート フォルダ を選択して、次へ > をクリックします。

6

適切な作業フォルダの名前を デフォルトの作業フォルダ に入力または参照して指定します。
警告:

すべて分岐 ビューの場合、親ビューで使用されている作業フォルダとは異なる作業フォルダを常
に使用します。 親ビューと子ビューに同じ作業フォルダを使用すると、一方のビューからファイル
をチェックアウトしている時は、もう一方のビューでの変更が上書きされてしまう可能性がありま
す。 また、誤ったファイル ステータスが表示されることがあります。

7

次へ > をクリックして 構成 ページを表示します。

8

この 構成 ページでは、利用可能な構成オプションのいずれかを選択します。

9

完了 をクリックします。

関連概念
分岐の理解
ビューの概要
分岐オプションの概要
関連手順
ビューを作成および構成する
分岐動作を確認および変更する
関連参照
ビュー タイプのオプションと設定
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分岐動作を確認および変更する
設定が適切であれば、子ビューのフォルダ、ファイル、および変更要求は分岐できます - つまり、親ビューの対応するアイ
テムから分離できます。
分岐ビューのフォルダ、ファイル、または変更要求に対して 変更時に分岐（つまり、現在の分岐動作）を設定するかどうか
は、いつでも決定できます。さらに 変更時に分岐 フィールドが有効な場合は、分岐動作を変更できます。
注: フォルダと変更要求はプロパティが変化すると分岐しますが、ファイルは内容またはプロパティが変化した場合に分岐
します。 要件、タスク、およびトピックは一切分岐しません。

特定のファイル、フォルダ、または変更要求に対する分岐動作を確認または変更するには：
1

フォルダやアイテムを右クリックし、詳細

2

フォルダの動作 または アイテムの動作 ダイアログ ボックスの 変更 タブを選択し、変更時に分岐 チェック ボックスを
確認または変更します。

動作... を選択します。

関連概念
分岐オプションの概要
ビューの概要
ビュー タイプの理解
ビューの適切な使用
分岐の理解
関連手順
ビューを管理する
ビューを作成および構成する
ビューのデフォルトおよび代替作業フォルダを変更する
ビュー ラベルをコピーする
ビューを削除する
現在のビュー構成をロールバックする
関連参照
ビュー タイプのオプションと設定
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非分岐ファイルを表示するようにビューを構成する
すべて分岐バリアント ビューを特定のタイムスタンプに対してアイテム構成セットで使う場合は、場合により定期的に親ビュ
ーの変更を把握し、再ベースを実行して分岐した（子）ビューに反映させる必要があります。 ビュー比較/マージでこの処理
は実行できますが、すべて分岐バリアント ビューが activity ビューとして使われているとき、多くのファイルが変更されず、
したがって分岐されません。 この場合、非分岐ファイルは構成タイムスタンプを変更するだけで、簡単にメイン ビューから
ベースを変更することができます。
この手順は、まだ分岐していないすべてのファイルを抽出し、個別に表示する新しいビュー ラベルを作成する簡単な方法
です。 これにより、ユーザーは、管理に基づいてビューのベースを変更できます。 分岐ファイルは、もちろん個別にマージ
する必要があります。

非分岐ファイルを表示し、親ビューから新しい構成にベースを変更するには：
1

列見出しを再び右クリックして ソートと分類... を選択します。

2

ソートと分類 ダイアログ ボックスで、詳細フィールドを表示する チェックボックスをオンにします。

3

分岐状態 による表示グループになるようにソートと分類順を変更します。これには（ステータス、名前 などのように）通
常表示する任意の基準が続きます。

4

OK をクリックします。
非分岐ファイルは上部ペインに表示されます。

5

非分岐ファイルを右クリックして 詳細

6

アイテムの動作 ダイアログ ボックスの 構成 タブをクリックします。

7

日時を指定した構成 を新しいタイムスタンプ（最新ビュー ラベルなど）に変更し、OK をクリックします。

動作... を選択します。

ヒント: この処理を簡単にするために適切なソートと分類動作をカスタム フィルタに設定すると役に立ちます。

関連概念
分岐オプションの概要
ビューの概要
ビュー タイプの理解
ビューの適切な使用
分岐の理解
関連手順
ビューを管理する
ビューを作成および構成する
ビューのデフォルトおよび代替作業フォルダを変更する
ビュー ラベルをコピーする
ビューを削除する
現在のビュー構成をロールバックする
関連参照
ビュー タイプのオプションと設定
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ビューを比較およびマージする
ビューの比較とマージに関連する手順を説明します。 Cross-Platform Client の ビュー比較/マージ ツールまたは
VCMUtility コマンドライン ツールを使用してビューを比較およびマージできます。 Cross-Platform Client ビュー比較/マー
ジから、ファイル比較/マージ ツールを開いてファイルの内容を比較およびマージすることもできます。
ビュー比較/マージ は、StarTeam Cross-Platform Client およびコマンドライン VCMUtility でのみ使用可能です。
このセクションの内容
ビュー比較/マージ セッションのユーザーのファイルを準備する
ビュー比較/マージ セッションのために準備する推奨手順を説明します。
VCM のカスタム マージ タイプを作成する
ビュー比較/マージ セッションのカスタム マージ タイプを作成する方法について説明します。
VCM セッションで変更パッケージを開く
VCM セッションで、変更パースペクティブから変更パッケージを開く方法を説明します。
VCM セッションの要約を表示および印刷する
ビュー比較/マージ セッションのプロパティを表示する方法を説明します。
VCM セッションを再起動する
同じ初期セッションでやり直すために、VCM セッションを再起動する方法について説明します。
VCM 変更セッションを変更パッケージに保存する
VCM セッションを変更パッケージに保存する方法を説明します。
コマンドラインからビュー比較/マージを実行する
コマンドライン ユーティリティ ビュー比較/マージ（VCMUtility）を実行する方法を説明します。
サーバー構成から別の構成に新しい VCM マージ タイプのクローンを作成する
サーバー構成から別の構成に新しい VCM マージ タイプのクローンを作成する方法について説明します。
ソース ビューおよびターゲット ビューの選択アイテムを比較する
ソース ビューおよびターゲット ビューから選択したアイテムでビュー比較/マージを実行する方法を説明します。
ターゲット ファイルと提案されたマージ結果を比較する
ビュー比較/マージ セッションでターゲット ファイルと提案されたマージ結果の内容を比較する方法を説明します。
デフォルトのマージ タイプのオプションとアクションを変更する
ビュー比較/マージのマージ タイプに対するデフォルトのマージ タイプのオプションとアクションを変更する方法に
ついて説明します。
ビューを比較およびマージする
ビューの比較およびマージを行う基本手順を説明します。
ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージで 2 つの異なるビューの内容を比較する方法を説明します。
ビュー比較/マージ セッションではじめのパースペクティブを指定する
ビュー比較/マージ セッションで開始時のパースペクティブを指定する方法を説明します。
ビュー比較/マージ セッションでアイテムをフィルタリングする
ビュー比較/マージ セッションでアイテムをフィルタリングする方法を説明します。
ビュー比較/マージ セッションのロック オプションを設定する
ビュー マージ セッションでロック オプションを設定する方法を説明します。
ビュー比較/マージ セッションの作業フォルダを変更する
VCM セッション用にビュー比較/マージ セッションで使用する一時デフォルト作業フォルダを変更する方法を説明
します。
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ビュー比較/マージ セッションをエクスポートする
後から、または別のコンピュータで使用するためにビュー比較/マージ セッションをエクスポートする方法を説明し
ます。
ビュー比較/マージでマージの競合を解決する
ビュー比較/マージ セッションでマージの競合を解決する方法を説明します。
ビュー比較/マージのセッションからファイルの差分を解決する
VCM でテキスト ファイルの内容の差分を解決する方法を説明します。
ビュー比較/マージのセッションを削除する
ビュー比較/マージ セッションを削除する方法を説明します。
ビュー比較/マージのソース ファイルおよびターゲット ファイルを比較する
ビュー比較/マージで 2 つの異なるビューの内容を比較する方法を説明します。
ビュー比較/マージのパースペクティブを変更する
ビュー比較/マージ セッションのパースペクティブを変更する方法を説明します。
ビュー比較/マージの動作を変更する
対象アイテムに適用する動作を変更することにより、ビュー比較/マージ セッションでのマージ競合を解決するた
めの動作を選択する方法を説明します。
ビュー比較/マージの変更をテストする
マージした変更をテストするためテスト パースペクティブを使用する方法を説明します。
ビュー比較/マージの差分レポートを表示および印刷する
ビュー比較/マージ セッションの差分レポートを表示する方法を説明します。
ビュー比較/マージ変更セッションをコミットする
ビュー比較/マージの変更セッションをコミットする方法を説明します。
ビュー比較/マージ変更パッケージを作成する
ビュー比較/マージ 変更パッケージを作成する方法を説明します。
マージ ポイントを無視する
ビュー比較/マージ セッションでマージ ポイントを有効または無効にする方法を説明します。
他のビューに対して変更パッケージを再生する
変更パッケージから、同じ変更を他のビューに適用する方法を説明します。
任意の 2 つの関連ビューで変更をマージする（複製）
1 つのビューから別のビューに変更をマージする方法を説明します（複製）。
保存またはエクスポートされたビュー比較/マージ セッションを開く
前に保存またはエクスポートされたビュー比較/マージ セッションを開く方法を説明します。
変更パッケージで変更を表示する
変更パースペクティブで変更パッケージ セッションでの変更を表示する方法を説明します。
変更パッケージに名前を付ける
変更パッケージに名前を付ける方法を説明します。
変更パッケージのアクセス権を変更する
変更パースペクティブのアクセス権を変更する方法について説明します。
変更パッケージのナビゲートにフィルタおよびクエリを使用する
変更パースペクティブでフィルタおよびクエリを使用する方法を説明します。
変更パッケージのプロパティを編集する
変更パッケージのプロパティを編集する方法を説明します。
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変更パッケージの詳細、履歴およびラベルを表示する
変更パースペクティブで変更パッケージ セッションに関する詳細、履歴、およびラベルを表示する方法を説明しま
す。
変更パッケージを削除する
変更セッションを削除する方法を説明します。
変更パッケージを編集する
変更パッケージを編集する方法を説明します。
変更パースペクティブを表示する
標準の内容パースペクティブから変更パースペクティブへ切り替える方法を説明します。
子ビューから親ビューに変更をマージする（プロモート）
子ビューから親ビューに変更をプロモートする方法を説明します（プロモート）。
差分のあるアイテムでロックを見つけるおよび解除する
差分のロックを見つけるおよびロック解除する方法を説明します。
確認のため変更パッケージを読み取り専用モードで開く
変更パースペクティブで変更パッケージを確認のために読み取り専用モードで開く方法を説明します。
親ビューから子ビューに変更をマージする（再ベース）
親ビューから子ビューに変更をマージする方法を説明します（再ベース）。
関連ファイルをマージするために処理アイテムを使用する
ビュー比較/マージで処理アイテムを使用して、ファイル セットを選択する方法を説明します。
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ビュー比較/マージ セッションのユーザーのファイルを準備する
ビュー比較/マージ セッションを開始する前に、ユーザーのファイルを準備するため次の手順を実行します。
注: ビューの特定アイテムを、あるいはビューの特定フォルダのすべてのアイテムを比較またはマージするには、ビュー メ
ニューではなく、選択したアイテムの 詳細 コンテキスト メニューからビュー比較/マージ セッションを開始します。 ビュ
ー メニューからビュー比較/マージ セッションを開始するとき、ビューのフォルダと要求したタイプのすべてのアイテム
が含まれます。

ビュー比較/マージのセッション用にファイルを準備するには：
1

ビュー比較/マージ セッションの一部となる変更済みファイルのすべてをチェックインし、オプションで、ソースに対して
使用するビュー ラベルやリビジョン ラベルを作成します。

2

プロパティを比較し、設定するビューを選択し、変更時に分岐するようにアイテムに許可します。
注:

3

ターゲット ビューはマージ結果を受け取る唯一のビューです。

ビューですべての変更をマージするか、ビューの選択したアイテムに変更をマージするか決定します。
ビュー比較/マージ セッションに特定アイテムを含めている場合は、上部ペインで個別アイテムを選択します。 複数の
コンポーネント タブ（フォルダ タブを含む）で複数のアイテムを選択できます。

関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
VCM マージのタイプ、ルール、およびシナリオ
ビュー マージ タイプのシナリオ
関連手順
ビューを比較およびマージする
ソース ビューおよびターゲット ビューの選択アイテムを比較する
子ビューから親ビューに変更をマージする（プロモート）
親ビューから子ビューに変更をマージする（再ベース）
任意の 2 つの関連ビューで変更をマージする（複製）
マージ ポイントを無視する
関連ファイルをマージするために処理アイテムを使用する
コマンドラインからビュー比較/マージを実行する
関連参照
ビュー比較/マージ ウィザード

367

VCM のカスタム マージ タイプを作成する
サーバー管理者として、標準マージ タイプ（プロモート、再ベース、複製または比較）に基づいてビュー比較/マージの新し
いカスタム マージ タイプを作成できます。
注: VCM のカスタム マージ タイプを作成する前に、サーバーには StarFlow Extensions プロジェクトが必要です。 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。 実行しな
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 のカスタム マージ タイプを作成するには：
1

[サーバー管理] ツールを開き、管理 セクションの VCM のカスタマイズ アイコンをクリックします。

2

VCM のカスタマイズ ペインの すべてのマージ タイプ セクションで標準のマージ タイプの 1 つを選択します。

3

カスタム マージ タイプの新規作成 アイコン（すべてのマージ タイプ セクションの左余白にある赤いアスタリスク）をク
リックします。
ヒント:

既存のカスタム マージ タイプをコピーして新しいマージ タイプを作成できます。 リストのカスタ
ム マージ タイプを選択し、カスタム マージ タイプのコピー をクリックします。

カスタム マージ タイプの新規作成 または カスタム マージ タイプのコピー をクリックすると、VCM のカスタマイズ ペイ
ンの下側の領域にカスタマイズ オプションが表示されます。
4

新しいマージ タイプの 名前 と 親のタイプ を指定します。
注:

5

すべてのカスタム マージ タイプはプロモート、再ベース、複製または比較からの派生であるため、
名前 と 親のタイプ が必要です。

利用可能なマージ タイプ セクションで、マージ タイプを追加する対象である、ツリーのコンテキスト レベルを選択し、
追加 をクリックします。
注:

ヒント:

利用可能なマージ タイプ ツリーは階層構造です。 マージ タイプをノードに追加するとき、配下にあ
るすべての子ノードのレベルで利用可能になります。 新しいマージ タイプをすべてのレベルで利用
可能にするには、ツリーの最上位にある サーバー ノードに追加します。
ビュー比較/マージ ウィザード で表示されるマージ タイプの順序を変更できます。 ツリーでマー
ジ タイプを選択し、右にある 上へ移動 または 下へ移動 矢印をクリックして移動します。

6

ビュー比較/マージ ウィザード で表示する説明を入力します。

7

デフォルトの マージ アクション をそれぞれの 差分タイプ に対して選択します。
比較フェーズで使用されるデフォルトのマージ アクションは ビュー比較/マージ ウィザードでユーザーに表示されませ
ん。 したがってユーザーが変更できません。
注:

8

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 セクションで、このマージ タイプ用に事前選択するアイテム タイプのチェック ボックスをオンにします（オ
プション）。
ユーザーは、ビュー比較/マージ ウィザードの 含めるアイテム ページでこれらのタイプを表示や変更できます。

9

オプション セクションで、このマージ タイプ用に事前選択するオプションの各チェック ボックスをオンにします（オプショ
ン）。
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デフォルトで実行されます。 ユーザーは、ビュ
ー比較/マージ ウィザードの オプションの設定 ページでこれらのオプションを表示や変更できます。
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10 完了したら 保存 をクリックします。

新しいマージ タイプが VCM のカスタマイズ ツールの 利用可能なマージ タイプ リストに表示されます。

関連手順
ビューを比較およびマージする
サーバー構成から別の構成に新しい VCM マージ タイプのクローンを作成する
ビューを比較およびマージする
関連参照
VCM アクション判断のための条件
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VCM セッションで変更パッケージを開く
この手順では、1 つ以上の変更パッケージを既に保存しており、それが置かれているターゲット ビューの 変更パースペク
ティブ に表示されるものとします。
注: 各変更パッケージはターゲット ビューに保存されます。

VCM セッションで変更パッケージを開くには：
1

Cross-Platform Client ウィンドウで、VCM セッションで開く変更パッケージのターゲット ビューを開きます。

2

ツールバーの右側で、変更パースペクティブを表示 アイコンをクリックして 変更パースペクティブ に切り替えます。

3

変更パッケージのこのリストで、開く変更パッケージを選択します。

4

以下のいずれかを行います。

♦ 選択した変更パッケージが新規またはコミットされていないものの場合、変更パッケージ

開く (VCM 内に) を
選択するか、ダブルクリックします。 変更パッケージが VCM で開かれると、セッションの表示と修正を行うことが
でき、後でさらに作業できるように再度保存したり、VCM セッションでの変更をコミットしたりすることができます。

♦ 選択した変更パッケージがコミットされている場合、変更パッケージ

読み取り専用で開く (VCM 内) を選択す
るか、ダブルクリックします。 セッションが VCM 内で開かれている場合は、セッションの表示はできますが、変更
はできません。
注:

または、変更パッケージをダブルクリックすると、VCM セッションに開かれます。 コミットされている
場合、自動的に読み取り専用で開きます。 VMC セッションに変更パッケージを開くためのメニュー
項目は、選択した変更パッケージのコンテキスト メニューにもあります。

関連概念
変更パッケージの概要
変更パースペクティブのユーザー インターフェイス
関連手順
変更パッケージのプロパティを編集する
変更パッケージを編集する
他のビューに対して変更パッケージを再生する
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VCM セッションの要約を表示および印刷する
ビュー比較/マージ セッションで常に、セッションの要約を表示できます。

VCM セッションの要約を表示するには：
1

ビュー比較/マージ セッションを開始します。

2

VCM セッション

要約... を選択します。

VCM セッション要約 ダイアログ ボックスに、セッションのプロパティが 2 列のリストで表示されます。
3

オプションで、参照 ボタンをクリックして、出力ファイルに別のパスと名前を選択します。
レポートは、.html ファイルとして指定した場所に保存されます。

4

オプションで、ブラウザに表示 ボタンをクリックして、デフォルト ブラウザにセッションの要約を表示や印刷します。

関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
関連手順
ビューを比較およびマージする
ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージ セッションの作業フォルダを変更する
ビュー比較/マージの変更をテストする
VCM 変更セッションを変更パッケージに保存する
ビュー比較/マージの差分レポートを表示および印刷する
関連参照
VCM アクション判断のための条件
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VCM セッションを再起動する
この手順では、同じ初期セッションで完全にやり直すために、コミットされていない VCM セッションを再起動する方法につい
て説明します。VCM セッションの再起動には 2 種類の方法があります。結果は両方とも同じです。
VCM セッションを再起動すると、元のセッションを開始するための ビュー比較/マージ ウィザード の実行が完了した時点と
同じ状態に復元されます。セッションを再起動する前に競合を解決した場合は、すべての変更が取り消され、VCM セッショ
ンの最初の状態に戻ります。ここで変更の確認と編集をやり直すことができます。

VCM セッションを再起動するには：
1

Cross-Platform Client ウィンドウで、使用する変更パッケージのターゲット ビューを開きます。

2

ツールバーの右側で、変更パースペクティブを表示 アイコンをクリックして 変更パースペクティブ に切り替えます。

3

再起動する（コミットされていない）新規 の変更パッケージを選択します。

4

以下のいずれかを行います。

♦ 変更パースペクティブ で、変更パッケージ

セッションの再起動 を選択します。ビュー比較/マージ ウィザー
ド を実行した直後の（元の）状態で、選択セッションが VCM セッションに開きます。

♦ 変更パースペクティブ で、変更パッケージ 開く (VCM 内に) を選択、または選択セッションをダブルクリックしま

す。変更パッケージが VCM セッションに開きます。セッションに対する最近の変更を含む最後に保存された状
態です。VCM セッションのメニューで、VCM セッション
セッションの再開 を選択します。ここで、すべての変更
は除外され、ビュー比較/マージ ウィザード を実行した直後の状態にセッションが戻ります。

セッションを再起動 操作の利点は、ビュー比較/マージ ウィザード を再実行しないで、完全にやり直すことができることで
す。これにより大規模な VCM セッションでは特に時間を節約できます。
関連手順
ビュー比較/マージでマージの競合を解決する
VCM 変更セッションを変更パッケージに保存する
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VCM 変更セッションを変更パッケージに保存する
VCM セッションの保存には複数の方法があります。VCM セッション
保存... または VCM セッション
名前を付けて保
存... です。ただし、VCM セッション
保存... の場合だけ、セッションが変更パッケージとして保存されます。
注: 別のコンピュータで VCM セッションを開くには、ファイルを保存するのではなく VCM セッション エクスポート... でファ
イルをエクスポートします。エクスポート により、VCM 交換ファイル（.vcmx）が作成されます。これにより、VCM セッショ
ン全体を別のコンピュータに移動して、そのコンピュータのメニューで プロジェクト
ショートカットを開く... を選択して
セッションをインポートできます。

ビュー比較/マージ セッションを保存するには：
1

ビュー比較/マージ セッションを起動し、含まれる競合を解決します。

2

VCM セッション

保存... を選択します。

変更パッケージのプロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。
3

変更パッケージのプロパティに対して必要な変更を行い、保存 をクリックします。
これにより VCM セッションが変更パッケージ オブジェクトとして、StarTeam Server のターゲット ビューに保存されま
す。

VCM セッションを一度保存すると、再び保存する準備ができる（コミットする）まで、引き続きセッションを編集できます。
関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
関連手順
ビュー比較/マージ セッションをエクスポートする
VCM セッションで変更パッケージを開く
保存またはエクスポートされたビュー比較/マージ セッションを開く
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コマンドラインからビュー比較/マージを実行する
ビュー比較/マージ ユーティリティ（VCMUtility）はコマンドライン ユーティリティで、StarTeam のソース ビューとターゲット
ビューを比較し、必要に応じてターゲット ビューに差分をマージできます。

VCMUtility を実行するには：
1

コマンド ウィンドウを開き、StarTeam のインストール ルート フォルダに移動します。

2

VCMUtility と入力し、必要なオプションを続けて入力します。
VCMUtility [<options file>] [options]
ヒント:

すべての利用可能なコマンドとオプションを表示するには、コマンド ウィンドウで VCMUtility help と入力します。

注: 特定の <options file>（第一パラメータとして）、コマンドライン引数、または両方をオプションに指定できます。 コマ
ンドライン引数は、<options file> で指定した任意のオプションに優先します。 <options file> では、オプション名
は行の先頭から始めなければいけません。また、先頭の "-" は不要です。
関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
VCM マージのタイプ、ルール、およびシナリオ
ビュー マージ タイプのシナリオ
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サーバー構成から別の構成に新しい VCM マージ タイプのクローンを作成す
る
この手順ではサーバー構成から別の構成に新しい VCM マージ タイプのクローンを作成する方法について説明します。

VCM マージ タイプのクローンを作成するには：
1

サーバー管理ツールで 1 つのサーバー構成に対するマージ タイプを作成し、保存 をクリックします。

2

2 番目のサーバー構成に対して、サーバー管理ツールで、同じデフォルトの VCM マージ タイプを基に、名前のみ
（Default など）を指定してマージ タイプを作成します。
保存 をクリックします。

3

サーバー管理ツールで新しいマージ タイプを使用するプロジェクトを指定し、保存 をクリックします。

4

最初のサーバー構成で StarFlow Extensions プロジェクトから、StarFlow Extensions/Projects/custom.vcm.xml
をチェックアウトします。

5

このマージ タイプに対する <customVCMType name=...> と </customVCMType> の間の情報をコピーし、クリップボー
ドや別のファイルに保存します。

6

2 番目のサーバー構成で StarFlow Extensions プロジェクトから、StarFlow Extensions/Projects/
custom.vcm.xml をチェックアウトします。

7

このファイルの <customVCMType name=...> と </customVCMType> の間の情報を前の手順でクリップボードや別のフ
ァイルに保存した情報で置き換えます。

8

ファイルを保存し、チェックインします。

注: 1 つの custom.vcm.xml からもう一方のファイルに情報のクローンを作成することは、多少異なります。 この場合に前
提になるのは、両方のサーバーに custom.vcm.xml があり、マージ タイプに関する各セクションを別のファイルに貼り
付けできることです。 ただし、これらの XML ファイルにも、各サーバー構成のビューやプロジェクト階層に関する情報
が含まれ、この情報のクローンは作成できません。 custom.vcm.xml をサーバー構成の StarFlow Extensions プロジ
ェクトから、別のサーバー構成の StarFlow Extensions プロジェクトに単純にチェックインする場合は、VCM を実行した
ときにエラー メッセージが表示されます。
関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
関連手順
VCM のカスタム マージ タイプを作成する
ビュー比較/マージでマージの競合を解決する
ビュー比較/マージ セッションをエクスポートする
ビュー比較/マージのセッションを削除する
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ソース ビューおよびターゲット ビューの選択アイテムを比較する
ビューで選択アイテムを比較するには：
1

使用するソース ビューまたはターゲット ビューを比較/マージ セッションで開きます。

2

構成の選択... を選択して、ビュー構成の選択 ダイアログ ボックスを開き、構成を選択します。ただし現在の
ビュー
構成を使用する予定の場合は除きます。
注:

3

上部ペインのコンポーネント タブで比較するための個別のアイテムを選択、または左ペインの フォルダ ツリー のフォ
ルダを選択します。
注:

4

ビュー比較/マージ ウィザード では、ソース ビューからウィザードを開始した場合、現在ビューに設
定されている構成を使用します。

1 つのタブで選択したアイテムは、コンポーネント タブを切り替えたときも選択したままです。

選択したアイテムを右クリックし、詳細

ビュー比較/マージ... を選択します。

ビュー比較/マージ ウィザード が開きます。
5

ビュー比較/マージ ウィザード の 1 番目のページで実行する比較またはマージのタイプを選択します。

6

次へ > をクリックして、必要なオプションを選択しウィザードを続行します。
注:

7

ウィザードの残りの手順とオプションは、選択した比較やマージのタイプによって異なります。

ウィザードの オプションの設定 ページでは、現在のマージ パースペクティブで開始 チェック ボックスをオフにします。
このチェック ボックスをオフにしておくと、ビュー比較/マージ ウィンドウは、比較 パースペクティブ で開きます。

上部ペインには、ソース ビューとターゲット ビューの内容が表示されます。 一致のないアイテムは緑色で、差分のある一
致アイテムは黄色で、別のフォルダに移動されたアイテムは青色で強調表示されます。 フォルダを開く、閉じる、ナビゲート
します。 各比較ペインにはスクロール バーとナビゲーション ボタンがあります。 上部ペインでアイテムを選択すると、下部
ペインでも選択されます。 フィルタで上部ペインに表示するアイテムを制御します。
下部ペインには、上位ペインのアイテムに関する情報が表示されます。 各アイテムに対してマージ アクションを変更し、差
分を解決できます。
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関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
VCM マージのタイプ、ルール、およびシナリオ
ビュー マージ タイプのシナリオ
ビュー比較/マージ セッション パースペクティブ
関連手順
ビューを比較およびマージする
保存またはエクスポートされたビュー比較/マージ セッションを開く
子ビューから親ビューに変更をマージする（プロモート）
親ビューから子ビューに変更をマージする（再ベース）
任意の 2 つの関連ビューで変更をマージする（複製）
関連ファイルをマージするために処理アイテムを使用する
ビュー比較/マージ セッションの作業フォルダを変更する
コマンドラインからビュー比較/マージを実行する
関連参照
ビュー比較/マージ ウィザード

377

ターゲット ファイルと提案されたマージ結果を比較する
ビュー比較/マージ セッションを開いているときは、マージ パースペクティブ でターゲット ファイルと提案されたマージ結果
の内容を比較できます。

ターゲット ファイルの内容を推奨マージ結果と比較するには：
1

ビュー比較/マージ セッションを開始します。
デフォルトでは、ビュー比較/マージ ウィンドウは、マージ パースペクティブ で開きます。 このパースペクティブを開い
たままにします。

2

差分のあるファイルを選択します。マージ ステータスが 未解決 または 解決済み です。

3

下部ペインの一番下の ファイル比較： ターゲット、マージ済み タブをクリックします。

注: このペインでのみ、ファイルの差分を比較できます。 差分をマージするために、ファイル比較/マージを開くことができ
ます。
関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
関連手順
ビューを比較およびマージする
ビューを比較およびマージする
ソース ビューおよびターゲット ビューの選択アイテムを比較する
ビュー比較/マージでマージの競合を解決する
ビュー比較/マージのセッションからファイルの差分を解決する
関連ファイルをマージするために処理アイテムを使用する
ビュー比較/マージの動作を変更する
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デフォルトのマージ タイプのオプションとアクションを変更する
VCM ウィザードを起動するとき、サーバー管理者として、デフォルトとカスタムのマージ タイプとオプションを利用できるか
どうかを変更できます。

デフォルトのマージ タイプのオプションとアクションを変更するには：
1

サーバー管理ツールを開きます。

2

[管理] セクションの VCM のカスタマイズ アイコンをクリックします。

3

VCM のカスタマイズ ペインで、すべてのマージ タイプ セクションでマージ タイプを選択します。

4

利用可能なマージ タイプ セクションで、各マージ タイプを選択し、追加 または 削除 をクリックします。

5

完了したら 保存 をクリックします。

関連概念
ビュー比較/マージ セッション パースペクティブ
関連手順
ビューを比較およびマージする
ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージ セッションの作業フォルダを変更する
関連参照
VCM アクション判断のための条件
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ビューを比較およびマージする
この基本手順では、StarTeam でビュー比較/マージを実行するための基本的な上位レベルのタスクを説明します。

ビューを比較またはマージするには：
1

ビュー比較/マージ セッション用のユーザーのファイルを準備します。
ビュー比較/マージ セッションのユーザーのファイルを準備する

2

ビュー比較/マージ ウィザード でビュー比較/マージ セッションを開始します。
ビューを比較およびマージする

3

ビュー間のマージ競合を解決します。
ビュー比較/マージでマージの競合を解決する

4

ビュー比較/マージから提案した動作で、このセッションでは不適切と考えられるすべての動作を変更します。
ビュー比較/マージの動作を変更する

5

変更が正しいことを確認するためマージ変更をテストします。
ビュー比較/マージの変更をテストする

6

すべてのマージ変更についてのビュー比較/マージ セッション レポートを生成します。
ビュー比較/マージの差分レポートを表示および印刷する

7

マージした変更をコミットします。

注: 変更の解決やコミットを行う前に VCM 変更セッションでの作業を中止する必要がある場合、または、提案された変更
を他の誰かに確認してもらった後で作業を完了する場合は、セッションをコミットする前に VCM セッション メニュー項目
の 1 つ、保存...、名前を付けて保存...、または エクスポート... を使用します。 StarTeam はターゲット ビューに一意の名
前で変更パッケージ オブジェクトを作成します。これには、VCM 変更セッションで提案されたすべての変更が含まれま
す。 すると、それが 変更パースペクティブ で使用可能になり、後で再開し、見直しを行い、コミットを行い、コミットした
後は、セッションを再生して変更パッケージ セッションを再利用し、同じ変更セットを別のビューに適用することができま
す。
関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
ビュー比較/マージのアクション
ビュー比較/マージ セッション パースペクティブ
VCM マージのタイプ、ルール、およびシナリオ
ビュー マージ タイプのシナリオ
関連手順
ビューを比較およびマージする
ビューを比較およびマージする
ソース ビューおよびターゲット ビューの選択アイテムを比較する
コマンドラインからビュー比較/マージを実行する
関連参照
ビュー比較/マージ ウィザード
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ビュー比較/マージ セッションのユーザーのファイルを準備する
ビュー比較/マージ セッションを開始する前に、ユーザーのファイルを準備するため次の手順を実行します。
注: ビューの特定アイテムを、あるいはビューの特定フォルダのすべてのアイテムを比較またはマージするには、ビュー メ
ニューではなく、選択したアイテムの 詳細 コンテキスト メニューからビュー比較/マージ セッションを開始します。 ビュ
ー メニューからビュー比較/マージ セッションを開始するとき、ビューのフォルダと要求したタイプのすべてのアイテム
が含まれます。

ビュー比較/マージのセッション用にファイルを準備するには：
1

ビュー比較/マージ セッションの一部となる変更済みファイルのすべてをチェックインし、オプションで、ソースに対して
使用するビュー ラベルやリビジョン ラベルを作成します。

2

プロパティを比較し、設定するビューを選択し、変更時に分岐するようにアイテムに許可します。
注:

3

ターゲット ビューはマージ結果を受け取る唯一のビューです。

ビューですべての変更をマージするか、ビューの選択したアイテムに変更をマージするか決定します。
ビュー比較/マージ セッションに特定アイテムを含めている場合は、上部ペインで個別アイテムを選択します。 複数の
コンポーネント タブ（フォルダ タブを含む）で複数のアイテムを選択できます。

関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
VCM マージのタイプ、ルール、およびシナリオ
ビュー マージ タイプのシナリオ
関連手順
ビューを比較およびマージする
ソース ビューおよびターゲット ビューの選択アイテムを比較する
子ビューから親ビューに変更をマージする（プロモート）
親ビューから子ビューに変更をマージする（再ベース）
任意の 2 つの関連ビューで変更をマージする（複製）
マージ ポイントを無視する
関連ファイルをマージするために処理アイテムを使用する
コマンドラインからビュー比較/マージを実行する
関連参照
ビュー比較/マージ ウィザード
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ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージ（VCM）セッションで 比較パースペクティブ や マージ パースペクティブ を使用して、ソース ビューとター
ゲット ビューの内容を比較し、対象の差分を解決するために提案されたマージ処理を確認または変更します。
注: ビュー比較/マージ ウィザード の手順とオプションは、ビュー比較/マージ ウィザード の第 1 ページで選択した比較ま
たはマージのタイプで変わります。

ビューを比較するには：
1

開く... を選択し、プロジェクトを開く ウィザードで比較するプロジェクトとビューの 1 つを選択します。完
プロジェクト
了 をクリックします。

2

開いているビューで、フォルダ ツリーからルート フォルダを選択してビュー全体の項目を比較するか、サブ フォルダ
の 1 つを選択して、そのフォルダの項目のみを比較します。

3

選択したフォルダを右クリックし、詳細
す。

4

ビュー比較/マージ ウィザード の第 1 ページで、実行する比較またはマージのタイプを選択します。比較のみ、プロモ
ート、再ベース、複製 があります。

ビュー比較/マージ... を選択すると ビュー比較/マージ ウィザード が開きま

ビュー比較/マージ ウィザード では、現在ビューが設定されている構成を使用して、ウィザードの第 1 ページに表示す
る選択肢をどれにするか決定します。
注:

5

2 つの参照ビューの 比較のみ マージを実行する場合は、ビュー比較/マージ ウィザード の ソー
ス/ターゲット構成の選択 手順で、現在の構成 を選択します。比較のみ マージに対しては、他の
構成を選択しないでください。

次へ > をクリックし、対象オプションを選択します。ウィザードの オプションの設定 ページまで続けます。
オプションで、ウィザードの オプションの設定 ページで 現在のマージ パースペクティブで開始 チェック ボックスをオフ
にします（比較パースペクティブ で VCM セッションを開始する場合）。
現在のマージ パースペクティブで開始 チェック ボックスはデフォルトではオンであり、VCM セッションは、マージ パー
スペクティブ で開きます。
その他必要なオプションを選択し、次へ > をクリックします。
注:

6

必要に応じて、VCM セッションでパースペクティブを変更して別のタスクを実行することもできます。

除外プロパティ ページが次に表示されます。ここでセッションをコミットしたときに、変更をマージしない対象の、分岐可
能アイテム タイプそれぞれに対してプロパティを除外するように選択できます。
アイテム タイプ リストでアイテムのタイプを選択してから、利用可能なプロパティ リストで、コミットから除外する対象ア
イテムのプロパティを選択します。除外 ボタンをクリックして、対象を 除外プロパティ リストに移動します。
注:

7

対象を変更する場合は、いつでもアイテムを再び選択して、除外プロパティを選択し、含む をクリッ
クして、利用可能なプロパティ リストに戻すことができます。

完了 をクリックします。
マージ パースペクティブ または 比較パースペクティブ にビュー比較/マージ セッションが開きます。

8

マージ パースペクティブ または 比較パースペクティブ を使用して、マージ動作を変更し、アイテムの差分を解決しま
す。
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ヒント:

テスト パースペクティブ に切り替えて、ユーザーの変更を適用した場合にターゲット ビューがど
のようになるか確認できます。マージ パースペクティブ または 比較パースペクティブ に戻り、必
要に応じてさらに変更します。

注: 変更を解決またはコミットする前にその VCM 変更セッションでの作業を中止する必要がある場合、または、提案した
変更を他のだれかに確認してもらってから完了させたい場合は、そのセッションをコミットする前に、VCM セッション メ
ニューの 保存...、名前を付けて保存... または エクスポート... のいずれかを使用できます。StarTeam は、変更セッショ
ンのターゲット ビューに一意の名前を付けた変更パッケージ オブジェクトを作成します。そこにはその VCM 変更セッ
ションに提案されたすべての変更が含まれています。変更パッケージ オブジェクトは、その後、変更パースペクティブ
から使用できます。このパースペクティブでは、後から、変更パッケージ オブジェクトの再開、確認、コミット、再コミット
が実行でき、変更セッションの再生もできます。変更セッションを再生すると、変更パッケージ セッションを再利用して、
一連の変更を他のビューに対して同じように適用できます。
関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
VCM マージのタイプ、ルール、およびシナリオ
ビュー マージ タイプのシナリオ
ビュー比較/マージ セッション パースペクティブ
VCM アクション判断のための条件
関連手順
ビューを比較およびマージする
ソース ビューおよびターゲット ビューの選択アイテムを比較する
ビュー比較/マージの動作を変更する
ビュー比較/マージでマージの競合を解決する
ビュー比較/マージの変更をテストする
ビュー比較/マージのセッションからファイルの差分を解決する
コマンドラインからビュー比較/マージを実行する
関連参照
ビュー比較/マージ ウィザード
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ビュー比較/マージでマージの競合を解決する
ビュー比較/マージ セッションの マージ パースペクティブ または 比較パースペクティブ でマージの競合を解決できます。
ビュー比較/マージ セッションから直接ファイル比較/マージを開き、テキスト ファイルの内容の差分を解決することもできま
す。
注: ビューをマージするとき、マージ または 解決マークをつける アクションは非分岐アイテム（要件、タスク、トピック）では
使用できません。

ビュー比較/マージ セッションでマージの競合を解決するには：
1

VCM セッション
マージ パースペクティブ または VCM セッション
つのパースペクティブを一方に切り替えます。

2

未解決、解決済み または マージ ステータスのアイテムをダブルクリックします。
注:

比較パースペクティブ をクリックして、これら 2

アイテム ステータスは、マージ パースペクティブ の マージ アクション 列、または 比較パースペク
ティブ の アクション 列に表示されます。

<item> に対する解決/マージ プロパティ:<アイテム名> ダイアログ ボックスが開き、アイテムのプロパティが表示され
ます。
3

解決する競合があるプロパティを選択します。
注:

4

ソースを使用、ターゲットを使用、マージ... のいずれかをクリックします。
ヒント:

5

競合があるプロパティは、太字 で表示されます。

アクションをすぐに指定するには、プロパティの ソース または ターゲット 列をダブルクリックし
て、マージ済み 列にその値を使用します。

オプションで、テキスト ファイルの マージ済み 列をダブルクリックして、手動でテキストの差分を解決できます。

未解決アイテムを解決すると、ビュー比較/マージによりステータスが 解決済み に更新され、ステータス アイコンがチェッ
ク マークに変わります。
ヒント: マージ パースペクティブ の プロパティ ペインで直接競合を解決することもできます。 プロパティを右クリックし、コ
ンテキスト メニューからアクションを選択します。
注: 変更を解決またはコミットする前にその VCM 変更セッションでの作業を中止する必要がある場合、または、提案した
変更を他のだれかに確認してもらってから完了させたい場合は、そのセッションをコミットする前に、VCM セッション メ
ニューの 保存...、名前を付けて保存... または エクスポート... のいずれかを使用できます。 StarTeam はターゲット ビュ
ーに一意の名前で変更パッケージ オブジェクトを作成します。これには、VCM セッションで提案されたすべての変更が
含まれます。 変更パッケージ オブジェクトは、その後、変更パースペクティブ から使用できます。このパースペクティブ
では、後から、変更パッケージ オブジェクトの再開、確認、コミット、再コミットが実行でき、変更セッションの再生もでき
ます。変更パッケージを再生すると、変更パッケージを再利用して、一連の変更を他のビューに対して同じように適用
できます。
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関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
ビュー比較/マージのアクション
ビュー比較/マージ セッション パースペクティブ
関連手順
ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージのセッションからファイルの差分を解決する
ビュー比較/マージの変更をテストする
VCM 変更セッションを変更パッケージに保存する
ビュー比較/マージの動作を変更する
コマンドラインからビュー比較/マージを実行する
関連参照
VCM アクション判断のための条件
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ビュー比較/マージの動作を変更する
この手順では、対象アイテムに適用する動作を変更することにより、ビュー比較/マージ セッションで競合するアイテムを解
決する方法を説明します。 ステータスが 未解決 または 解決済み のアイテムに対するマージ動作を変更できます。

ビュー比較/マージの動作を変更するには：
1

ビュー比較/マージ セッションを開始します。
デフォルトでは、ビュー比較/マージ セッションは、マージ パースペクティブ で開きます。

2

ステータスが 未解決 または 解決済み である、マージ パースペクティブ の上部ペインでアイテムを選択します。

3

選択したアイテムを右クリックし、動作を選択します。
ヒント:

上部ペインでマウスをアイコンの上を移動したとき、利用可能なポップアップメニューで動作を変
更することもできます。

未解決アイテムを解決すると、ビュー比較/マージによりステータスが、解決済み に変わります。 すべての競合が解
決されると、変更をターゲット ビューにコミットできます。
マージ パースペクティブ のすべてのアイテムに対して現在のマージ動作を表示するには、上部ペインに マージ アクショ
ン 列を表示します。 マージ アクション 列をソートし、コンテキスト メニュー（ポップアップ メニュー）を使用して（複数の）選択
アイテム用の現在の動作を変更できます。
関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
ビュー比較/マージのアクション
ビュー比較/マージ セッション パースペクティブ
関連手順
ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージでマージの競合を解決する
ビュー比較/マージの変更をテストする
コマンドラインからビュー比較/マージを実行する
追加フィールドを表示する
データをソートおよび分類する
関連参照
VCM アクション判断のための条件
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ビュー比較/マージの変更をテストする
ビュー比較/マージ セッションで提案された変更をテストするには：
1

ビュー比較/マージ セッションの 比較パースペクティブ または マージ パースペクティブ ですべてのマージ競合を解決
したか検証します。
注:

2

VCM セッション
アウトします。

ビュー比較/マージ セッションの テスト パースペクティブ でマージ競合のある個別のファイルをチ
ェックアウトできません。 テスト パースペクティブ を使用する前にすべての競合を解決します。
パースペクティブをテスト を選択し、ユーザーのプロジェクトでマージ変更を含むファイルをチェック

ビュー比較/マージでは、ビュー比較/マージ セッションがコミットされるまで、一時デフォルト作業フォルダにすべての
ファイルがローカルに保存されます。
ヒント:

3

代替ビュー比較/マージ作業フォルダを指定できます。 VCM セッション 作業フォルダ... を テス
ト パースペクティブ で選択します。

ユーザーのビルド ツールを使用してプロジェクトがビルド、実行できること、必要な変更がされていることをテストしま
す。
注:

StarTeam 内からビルドや実行はできません。

4

オプションで、マージ パースペクティブ または 比較パースペクティブ に切り替え、必要に応じて変更します。

5

さらに変更する場合は再びプロジェクトをチェックアウトして、テストを再度実行します。

6

すべての提案された変更に満足するまで VCM セッション

変更をコミット... を選択します。

ビュー比較/マージによりすべての変更がサーバーの StarTeam リポジトリに適用され、セッションが閉じます。

関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
ビュー比較/マージのアクション
ビュー比較/マージ セッション パースペクティブ
関連手順
ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージ セッションの作業フォルダを変更する
ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージの動作を変更する
コマンドラインからビュー比較/マージを実行する
関連参照
ビュー比較/マージ ウィザード
VCM アクション判断のための条件
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ビュー比較/マージの差分レポートを表示および印刷する
ビュー比較/マージ セッションで常に、セッションの差分レポートを表示して、ユーザーが変更した部分と、そのままにした部
分を確認できます。 差分レポートでは次の 2 種類のレポートを利用できます。

♦ 差分レポート： VCM セッションのパラメータとオプション、タイプとアクションでの差分数の概要、ファイルとフォルダで
のソースとターゲット間のビューの差分に関する情報を表示します。

♦ 詳細差分レポート： 差分レポート と同じ情報が表示されます。ただし、ソース ビューとターゲット ビューで親フォルダ
が移動されたアイテムについての情報も含まれます。 フォルダが移動されていない場合は、この詳細レポートは 差
分レポート と同じです。

ビュー比較/マージ セッションの差分レポートを表示し印刷するには：
1

開く（VCM 内）、または、変更パッケージ
ビュー比較/マージ セッションを開始するか、 変更パッケージ
り専用で開く(VCM 内) を使用して、変更パースペクティブ から保存してあった変更パッケージを開きます。

2

VCM セッション

差分レポート または VCM セッション

詳細差分レポート を選択します。

VCM セッションの差分 ダイアログ ボックスに、セッションの差分が 2 列のリストで表示されます。
3

オプションで、参照 ボタンをクリックして、出力ファイルに別のパスと名前を選択します。
レポートは、.html ファイルとして保存されます。

4

ブラウザに表示 ボタンをクリックして、デフォルト ブラウザに差分レポートを表示します。

5

デフォルト ブラウザ メニューでレポートを印刷します。

関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
関連手順
ビューを比較およびマージする
ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージ セッションの作業フォルダを変更する
ビュー比較/マージの変更をテストする
VCM 変更セッションを変更パッケージに保存する
ビュー比較/マージ セッションをエクスポートする
VCM セッションの要約を表示および印刷する
関連参照
VCM アクション判断のための条件
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読み取

ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージ（VCM）セッションで 比較パースペクティブ や マージ パースペクティブ を使用して、ソース ビューとター
ゲット ビューの内容を比較し、対象の差分を解決するために提案されたマージ処理を確認または変更します。
注: ビュー比較/マージ ウィザード の手順とオプションは、ビュー比較/マージ ウィザード の第 1 ページで選択した比較ま
たはマージのタイプで変わります。

ビューを比較するには：
1

開く... を選択し、プロジェクトを開く ウィザードで比較するプロジェクトとビューの 1 つを選択します。完
プロジェクト
了 をクリックします。

2

開いているビューで、フォルダ ツリーからルート フォルダを選択してビュー全体の項目を比較するか、サブ フォルダ
の 1 つを選択して、そのフォルダの項目のみを比較します。

3

選択したフォルダを右クリックし、詳細
す。

4

ビュー比較/マージ ウィザード の第 1 ページで、実行する比較またはマージのタイプを選択します。比較のみ、プロモ
ート、再ベース、複製 があります。

ビュー比較/マージ... を選択すると ビュー比較/マージ ウィザード が開きま

ビュー比較/マージ ウィザード では、現在ビューが設定されている構成を使用して、ウィザードの第 1 ページに表示す
る選択肢をどれにするか決定します。
注:

5

2 つの参照ビューの 比較のみ マージを実行する場合は、ビュー比較/マージ ウィザード の ソー
ス/ターゲット構成の選択 手順で、現在の構成 を選択します。比較のみ マージに対しては、他の
構成を選択しないでください。

次へ > をクリックし、対象オプションを選択します。ウィザードの オプションの設定 ページまで続けます。
オプションで、ウィザードの オプションの設定 ページで 現在のマージ パースペクティブで開始 チェック ボックスをオフ
にします（比較パースペクティブ で VCM セッションを開始する場合）。
現在のマージ パースペクティブで開始 チェック ボックスはデフォルトではオンであり、VCM セッションは、マージ パー
スペクティブ で開きます。
その他必要なオプションを選択し、次へ > をクリックします。
注:

6

必要に応じて、VCM セッションでパースペクティブを変更して別のタスクを実行することもできます。

除外プロパティ ページが次に表示されます。ここでセッションをコミットしたときに、変更をマージしない対象の、分岐可
能アイテム タイプそれぞれに対してプロパティを除外するように選択できます。
アイテム タイプ リストでアイテムのタイプを選択してから、利用可能なプロパティ リストで、コミットから除外する対象ア
イテムのプロパティを選択します。除外 ボタンをクリックして、対象を 除外プロパティ リストに移動します。
注:

7

対象を変更する場合は、いつでもアイテムを再び選択して、除外プロパティを選択し、含む をクリッ
クして、利用可能なプロパティ リストに戻すことができます。

完了 をクリックします。
マージ パースペクティブ または 比較パースペクティブ にビュー比較/マージ セッションが開きます。

8

マージ パースペクティブ または 比較パースペクティブ を使用して、マージ動作を変更し、アイテムの差分を解決しま
す。
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ヒント:

テスト パースペクティブ に切り替えて、ユーザーの変更を適用した場合にターゲット ビューがど
のようになるか確認できます。マージ パースペクティブ または 比較パースペクティブ に戻り、必
要に応じてさらに変更します。

注: 変更を解決またはコミットする前にその VCM 変更セッションでの作業を中止する必要がある場合、または、提案した
変更を他のだれかに確認してもらってから完了させたい場合は、そのセッションをコミットする前に、VCM セッション メ
ニューの 保存...、名前を付けて保存... または エクスポート... のいずれかを使用できます。StarTeam は、変更セッショ
ンのターゲット ビューに一意の名前を付けた変更パッケージ オブジェクトを作成します。そこにはその VCM 変更セッ
ションに提案されたすべての変更が含まれています。変更パッケージ オブジェクトは、その後、変更パースペクティブ
から使用できます。このパースペクティブでは、後から、変更パッケージ オブジェクトの再開、確認、コミット、再コミット
が実行でき、変更セッションの再生もできます。変更セッションを再生すると、変更パッケージ セッションを再利用して、
一連の変更を他のビューに対して同じように適用できます。
関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
VCM マージのタイプ、ルール、およびシナリオ
ビュー マージ タイプのシナリオ
ビュー比較/マージ セッション パースペクティブ
VCM アクション判断のための条件
関連手順
ビューを比較およびマージする
ソース ビューおよびターゲット ビューの選択アイテムを比較する
ビュー比較/マージの動作を変更する
ビュー比較/マージでマージの競合を解決する
ビュー比較/マージの変更をテストする
ビュー比較/マージのセッションからファイルの差分を解決する
コマンドラインからビュー比較/マージを実行する
関連参照
ビュー比較/マージ ウィザード
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ビュー比較/マージ セッションではじめのパースペクティブを指定する
スタートアップ パースペクティブを指定するには：
1

使用するビューの 1 つをビュー比較/マージ セッションで開きます。

2

ビュー比較/マージ ウィザード を開始します。

3

ウィザードの オプションの設定 ページで、現在のマージ パースペクティブで開始 チェック ボックスをオンにすると、マ
ージ パースペクティブ（デフォルト）で開始し、チェック ボックスをオフにすると、比較パースペクティブ で開始します。

関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
関連手順
ビューを比較およびマージする
ソース ビューおよびターゲット ビューの選択アイテムを比較する
関連参照
ビュー比較/マージ ウィザード
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ビュー比較/マージ セッションでアイテムをフィルタリングする
ビュー比較/マージ セッションでフィルタを使用して上部ペインに表示するデータを限定できます。これは StarTeam クライ
アントの通常のビューと同様です。 StarTeam には、ビュー比較/マージ フィールドと事前定義フィルタの特定のセットがあ
り、ビュー比較/マージ セッションで使用できます。 ビュー比較/マージ フィールドに基づいてフィルタを追加することもでき
ます。

事前定義フィルタを使用するには：
1

マージ パースペクティブ や テスト パースペクティブ の上部ペインにあるコンポーネント タブをクリック、または 比較パ
ースペクティブ に切り替えます。

2

ツールバーの [フィルタ] ドロップダウン リストからフィルタを選択します。
パースペクティブにはそれぞれ、異なる種類のフィルタのリストがあります。 また、比較パースペクティブ には 2 種類
のフィルタ リスト（アイテム タイプ用、ステータスとマージ動作用）があります。
注:

ビュー比較/マージ フィールドを含むフィルタのみが、マージ パースペクティブ で使用できます。 ビ
ュー比較/マージ フィールドには、デフォルト アクション、差分タイプ、アクションを上書きしますが?、
マージ アクション、マージ ステータス があります。

現在の配置をフィルタとして保存するには：
1

マージ パースペクティブ や テスト パースペクティブ の上部ペインにあるコンポーネント タブをクリックします。

2

オプションで、列見出しを右クリックし、フィールドの表示... を選択し、フィルタに追加する、表示されていないフィールド
を上部ペインに追加します。
注:

マージ パースペクティブ でフィルタを使用する場合は、少なくとも 1 つのビュー比較/マージ フィー
ルドを含めてください。

3

上部ペインに表示されているデータを必要に応じてソートおよび分類します。

4

上部ペインの列見出しを右クリックし、現在の設定を保存... を選択します。
現在の設定を保存 ダイアログ ボックスが開きます。

5

フィルタの名前を フィルタ名 テキスト ボックスに入力します。

6

パブリック チェック ボックスをオンにしてこのフィルタをプロジェクトに追加し、適切なアクセス権を持つユーザーが使用
できるようにします。あるいは、パブリック チェック ボックスをオフにするとフィルタはプライベート（設定したユーザー ID
のユーザーのみ利用可能）になります。

7

OK をクリックします。

注: メイン StarTeam クライアント ウィンドウと同様にビュー比較/マージ セッションで新しいフィルタを作成すると、ビュー比
較/マージ フィールドの少なくとも 1 つが マージ パースペクティブ フィルタ用に含まれていることを確認する必要があ
ります。
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関連概念
フィルタ
関連手順
フィルタを作成する
事前定義フィルタを適用する
フィルタをコピーする
コンポーネント レベルのフィルタのアクセス権
個々のフィルタのアクセス権
追加フィールドを表示する
データをソートおよび分類する
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ビュー比較/マージ セッションのロック オプションを設定する
ソース ファイルをロックすると、ビュー比較/マージ セッションで処理している間、他のユーザーがファイル（チップ構成で）を
変更しないようにできます。 ロックは、タイムスタンプに関係なくビューの "すべてのアイテム" に適用されます。
ビュー比較/マージ セッションを開始すると、ビュー比較/マージ ウィザード で（複数の）ロック オプションを設定してデフォ
ルトのロック処理を強制できます。 セッションで 1 回、アイテムのロック ステータスを上書きできます。
ビュー比較/マージ セッションを閉じたとき、ビュー比較/マージ セッションで作成されたロックを維持するかどうか確認メッ
セージが表示されます。

ビュー比較/マージ セッションに対するロック オプションを設定するには：
1

ビュー比較/マージ セッション用に使用するソースまたはターゲット ビューを開きます。

2

ビュー

3

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、ビュー比較/マージ セッションで強制するロック オプシ
ョンのチェック ボックスをオンにします。

比較/マージ... を選択します。

ヒント: ビュー比較/マージ セッションでロック関連のフィールドをさらに表示するには、列見出しを右クリックして、フィールド
の表示... を選択し、[フィールドの表示] ダイアログ ボックスを開きます。そこで上部ペインに追加するための列見
出しを選択できます。

関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
関連手順
ビューを比較およびマージする
ビューを比較およびマージする
ソース ビューおよびターゲット ビューの選択アイテムを比較する
差分のあるアイテムでロックを見つけるおよび解除する
ビュー比較/マージの動作を変更する
VCM セッションの要約を表示および印刷する
ビュー比較/マージの差分レポートを表示および印刷する
ビュー比較/マージ セッションをエクスポートする
ビュー比較/マージのセッションを削除する
保存またはエクスポートされたビュー比較/マージ セッションを開く
関連参照
ビュー比較/マージ ウィザード：オプションの設定
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ビュー比較/マージ セッションの作業フォルダを変更する
ビュー比較/マージでは、ユーザーがマージ変更をコミットするまで、セッションでファイルを一時デフォルト作業フォルダに
チェックアウトできます。 これによりサーバー上の StarTeam リポジトリに変更をコミットする前に確認するためユーザーは
変更をテストできます。

VCM 一時作業フォルダを変更するには：
1

ユーザーの VCM セッションでは、VCM セッション

2

VCM セッション

3

代替 を選択して VCM セッション作業フォルダの場所を入力または参照します。

パースペクティブをテスト を選択します。

作業フォルダ... を選択して、VCM セッション作業フォルダ ダイアログ ボックスを開きます。

関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
ビュー比較/マージのアクション
ビュー比較/マージ セッション パースペクティブ
関連手順
ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージのパースペクティブを変更する
ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージでマージの競合を解決する
コマンドラインからビュー比較/マージを実行する
関連参照
ビュー比較/マージ ウィザード
VCM アクション判断のための条件
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ビュー比較/マージ セッションをエクスポートする
ビュー比較/マージ（VCM）セッションを終了する前に、ファイルにエクスポートして後からセッションを開くか、別のコンピュー
タにセッションを移動できます。ビュー比較/マージによりすべてのセッション情報は、<VCM exchange file> ファイル（拡張
子 .vcmx）に保存されます。他のユーザーが開くために StarTeam ショートカットを送信できます。また、変更パースペクティ
ブ から開いたり、確認するために他のユーザーに送信できます。
注: 同じマシンで後からセッションを開くことだけ想定している場合は、ファイル サイズを縮小するために、VCM セッション
保存... または VCM セッション 名前を付けて保存... を使用できます。名前を付けて保存... で作成されたファイル
（.vcms）は、セッション情報の一部のみが保存されます。ローカル リポジトリ ディレクトリからのデータはこのファイルに
は含まれません。このフォーマットは、VCM セッションを開いた StarTeam を閉じるときにデータを自動的に保存するた
めに使用され、保存したコンピュータ上でのみ開くことができます。

VCM セッションをエクスポートするには：
1

ビュー比較/マージ メニューで VCM セッション

エクスポート... を選択します。

名前を付けて VCM セッションをエクスポート ファイル ブラウザが開きます。
2

ファイル タイプ フィールドで VCM セッション ファイル(*.vcmx) が選択されていることを確認します。

3

.vcmx ファイル用の保存先の場所を指定します。

4

必要に応じて、ファイルに別の名前を指定します。ショートカット ファイルの場所と名前も指定できます。
注:

5

デフォルト名は、比較/マージのタイプに、セッションの日時が続いたものです。

保存 をクリックして .vcmx ファイルにセッションをエクスポートします。

注: エクスポートした VCM 変更セッションは、Cross-Platform Client の 変更パースペクティブ に表示されます。保存する
前にコミットされていなかった場合、変更パースペクティブ で再起動し、確認して必要な変更を行ってから、その変更セ
ッションをコミットします。
関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
関連手順
ビューを比較およびマージする
保存またはエクスポートされたビュー比較/マージ セッションを開く
VCM 変更セッションを変更パッケージに保存する
ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージ セッションの作業フォルダを変更する
ビュー比較/マージの変更をテストする
ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
ビュー比較/マージのセッションを削除する
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ビュー比較/マージでマージの競合を解決する
ビュー比較/マージ セッションの マージ パースペクティブ または 比較パースペクティブ でマージの競合を解決できます。
ビュー比較/マージ セッションから直接ファイル比較/マージを開き、テキスト ファイルの内容の差分を解決することもできま
す。
注: ビューをマージするとき、マージ または 解決マークをつける アクションは非分岐アイテム（要件、タスク、トピック）では
使用できません。

ビュー比較/マージ セッションでマージの競合を解決するには：
1

VCM セッション
マージ パースペクティブ または VCM セッション
つのパースペクティブを一方に切り替えます。

2

未解決、解決済み または マージ ステータスのアイテムをダブルクリックします。
注:

比較パースペクティブ をクリックして、これら 2

アイテム ステータスは、マージ パースペクティブ の マージ アクション 列、または 比較パースペク
ティブ の アクション 列に表示されます。

<item> に対する解決/マージ プロパティ:<アイテム名> ダイアログ ボックスが開き、アイテムのプロパティが表示され
ます。
3

解決する競合があるプロパティを選択します。
注:

4

ソースを使用、ターゲットを使用、マージ... のいずれかをクリックします。
ヒント:

5

競合があるプロパティは、太字 で表示されます。

アクションをすぐに指定するには、プロパティの ソース または ターゲット 列をダブルクリックし
て、マージ済み 列にその値を使用します。

オプションで、テキスト ファイルの マージ済み 列をダブルクリックして、手動でテキストの差分を解決できます。

未解決アイテムを解決すると、ビュー比較/マージによりステータスが 解決済み に更新され、ステータス アイコンがチェッ
ク マークに変わります。
ヒント: マージ パースペクティブ の プロパティ ペインで直接競合を解決することもできます。 プロパティを右クリックし、コ
ンテキスト メニューからアクションを選択します。
注: 変更を解決またはコミットする前にその VCM 変更セッションでの作業を中止する必要がある場合、または、提案した
変更を他のだれかに確認してもらってから完了させたい場合は、そのセッションをコミットする前に、VCM セッション メ
ニューの 保存...、名前を付けて保存... または エクスポート... のいずれかを使用できます。 StarTeam はターゲット ビュ
ーに一意の名前で変更パッケージ オブジェクトを作成します。これには、VCM セッションで提案されたすべての変更が
含まれます。 変更パッケージ オブジェクトは、その後、変更パースペクティブ から使用できます。このパースペクティブ
では、後から、変更パッケージ オブジェクトの再開、確認、コミット、再コミットが実行でき、変更セッションの再生もでき
ます。変更パッケージを再生すると、変更パッケージを再利用して、一連の変更を他のビューに対して同じように適用
できます。
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関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
ビュー比較/マージのアクション
ビュー比較/マージ セッション パースペクティブ
関連手順
ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージのセッションからファイルの差分を解決する
ビュー比較/マージの変更をテストする
VCM 変更セッションを変更パッケージに保存する
ビュー比較/マージの動作を変更する
コマンドラインからビュー比較/マージを実行する
関連参照
VCM アクション判断のための条件
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ビュー比較/マージのセッションからファイルの差分を解決する
2 つのテキスト ファイルで内容に差分がある場合、ビュー比較/マージから直接、ファイル比較/マージを開くことができま
す。 動作を マージ から 上書き、解決マークをつける、無視する に変更することもできます。

VCM でファイルの内容の差分を解決するには：
1

ビュー比較/マージ セッションを開始します。
デフォルトでは、ビュー比較/マージ ウィンドウは、マージ パースペクティブ で開きます。 このパースペクティブを開い
たままにします。

2

差分のあるファイルを選択します。マージ ステータスが 未解決 または 解決済み です。

3

下部ペインの プロパティ タブをクリックします。
差分があるので、プロパティ ペインに <ファイルの内容> プロパティが太字で表示されます。

4

<ファイルの内容> プロパティの行を右クリックして、競合を解決するための動作を選択します。
ソース ビューのファイル バージョンを使用するには ソースを使用 を、、ターゲット ビューのバージョンを使用するに
は ターゲットを使用 を選択、もしくは、マージ... を選択すると、内容を比較しマージするためファイル比較/マージが開
きます。
ヒント:

解決策をすぐに指定するには、<ファイルの内容> プロパティの ソース または ターゲット 列をダ
ブルクリックして、マージ 列の値を使用します。 <ファイルの内容> プロパティの マージ 列をダ
ブルクリックして、ファイルをマージするためファイル比較/マージを開くこともできます。

関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
ファイル比較/マージの概要
関連手順
ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージでマージの競合を解決する
ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする
VCM 変更セッションを変更パッケージに保存する
ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
コマンドラインからビュー比較/マージを実行する
関連参照
VCM アクション判断のための条件
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ビュー比較/マージのセッションを削除する
アクティブなビュー比較/マージ（VCM）セッションを削除できます。これによりユーザーのコンピュータからすべてのセッショ
ン情報が削除されます。

VCM セッションを削除するには：
1

VCM セッション

2

はい または いいえ をクリックします。

削除... を選択します。

はい では、クライアントのアクティブ セッション、セッションのショートカット ファイル（.vcms）、およびセッションのリポジ
トリ フォルダが削除されます。 いいえ では、クライアントのアクティブ セッションが閉じますが、ショートカット ファイル
やセッションのリポジトリは削除されません。
注: VCM セッションが通常終了すると、そのセッションは、事前に保存されているか、または終了する際に変更して保存し
ている場合を除き、失われます。
関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
関連手順
ビューを比較およびマージする
ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージ セッションの作業フォルダを変更する
ビュー比較/マージの変更をテストする
ビュー比較/マージの差分レポートを表示および印刷する
VCM 変更セッションを変更パッケージに保存する
ビュー比較/マージ セッションをエクスポートする
保存またはエクスポートされたビュー比較/マージ セッションを開く
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ビュー比較/マージのソース ファイルおよびターゲット ファイルを比較する
ビュー比較/マージでは、比較パースペクティブ と マージ パースペクティブ の両方でビューの内容を比較します。 比較パ
ースペクティブ では、ソース ビューとターゲット ビューの内容を比較し表示します。さらにコミット時にビュー比較/マージに
よる変更のリストも表示されます。 マージ パースペクティブ では、通常のビュー ウィンドウと同様にフォルダとファイル単位
で編成された、提案されたマージ アクションのあるアイテムが表示されます。 マージ パースペクティブ から個別のファイル
の内容の差分を比較して表示することもできます。 両方のパースペクティブにより、ユーザーはファイル比較/マージを開
き、差分をマージし解決できます。
注: マージ パースペクティブ でファイルを選択し、ターゲット ファイルをマージ済みファイルと比較するタブを選択すると、マ
ージ済みファイルがない場合は空です。 選択ファイルが 未解決 である間は、タブは空です。 ユーザーがファイルをマ
ージする、または 上書き などの解決アクションを選択する場合は、ペインにターゲット ファイルと解決したファイルの内
容の比較結果が表示されます。 無視 アクションの場合は、ターゲット ファイルが解決済み/マージ済みファイルです。
上書き アクションの場合は、ターゲット ファイルがソース ファイルです。

マージ パースペクティブでソースとターゲットのファイルを比較するには：
1

ビュー比較/マージ セッションを開始します。
デフォルトでは、ビュー比較/マージ ウィンドウは、マージ パースペクティブ で開きます。 このパースペクティブを開い
たままにします。

2

差分のあるファイルを選択します。マージ ステータスが 未解決（疑問符）、または 解決済み（チェックマーク）です。

3

一番下の ファイル比較： ソース、ターゲット タブをクリックします。

ビュー比較/マージでは、ファイルの差分の比較のみができます。 差分をマージするために、ファイル比較/マージを開くこ
とができます。
注: 比較 ペインでの差分の強調色表示は、ファイル比較/マージ オプション ダイアログ ボックスに説明があり、そこで設定
できます。 ビュー比較/マージとファイル比較/マージに対するファイルやフォルダ間の比較で、デフォルトの強調色を
変更するには、ファイル比較/マージのスタンドアロン ウィンドウで ツール
オプション を選択し、ファイル比較やフォ
ルダ比較の色の設定を変更します。
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関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
VCM マージのタイプ、ルール、およびシナリオ
ビュー マージ タイプのシナリオ
関連手順
ビューを比較およびマージする
ビューを比較およびマージする
ソース ビューおよびターゲット ビューの選択アイテムを比較する
ビュー比較/マージでマージの競合を解決する
ビュー比較/マージのセッションからファイルの差分を解決する
関連ファイルをマージするために処理アイテムを使用する
VCM 変更セッションを変更パッケージに保存する
ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
ビュー比較/マージの動作を変更する
コマンドラインからビュー比較/マージを実行する
関連参照
VCM アクション判断のための条件
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ビュー比較/マージのパースペクティブを変更する
ビュー比較/マージ セッションを起動するとき、VCM セッションは、マージ パースペクティブ で開きます。

ビュー比較/マージ パースペクティブを変更するには：
1

ビュー比較/マージ セッションを開始します。

2

パースペクティブを比較 または VCM セッション
VCM セッション
パースペクティブを一方に切り替えます。

3

マージ パースペクティブ に戻すには、VCM セッション

パースペクティブをテスト を選択して、これらの

パースペクティブをマージ を選択します。

注: 対応するツールバー ボタンでパースペクティブを変更することもできます。
関連概念
ビュー比較/マージ セッション パースペクティブ
関連手順
ビューを比較およびマージする
ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージ セッションの作業フォルダを変更する
関連参照
VCM アクション判断のための条件

403

ビュー比較/マージの動作を変更する
この手順では、対象アイテムに適用する動作を変更することにより、ビュー比較/マージ セッションで競合するアイテムを解
決する方法を説明します。 ステータスが 未解決 または 解決済み のアイテムに対するマージ動作を変更できます。

ビュー比較/マージの動作を変更するには：
1

ビュー比較/マージ セッションを開始します。
デフォルトでは、ビュー比較/マージ セッションは、マージ パースペクティブ で開きます。

2

ステータスが 未解決 または 解決済み である、マージ パースペクティブ の上部ペインでアイテムを選択します。

3

選択したアイテムを右クリックし、動作を選択します。
ヒント:

上部ペインでマウスをアイコンの上を移動したとき、利用可能なポップアップメニューで動作を変
更することもできます。

未解決アイテムを解決すると、ビュー比較/マージによりステータスが、解決済み に変わります。 すべての競合が解
決されると、変更をターゲット ビューにコミットできます。
マージ パースペクティブ のすべてのアイテムに対して現在のマージ動作を表示するには、上部ペインに マージ アクショ
ン 列を表示します。 マージ アクション 列をソートし、コンテキスト メニュー（ポップアップ メニュー）を使用して（複数の）選択
アイテム用の現在の動作を変更できます。
関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
ビュー比較/マージのアクション
ビュー比較/マージ セッション パースペクティブ
関連手順
ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージでマージの競合を解決する
ビュー比較/マージの変更をテストする
コマンドラインからビュー比較/マージを実行する
追加フィールドを表示する
データをソートおよび分類する
関連参照
VCM アクション判断のための条件
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ビュー比較/マージの変更をテストする
ビュー比較/マージ セッションで提案された変更をテストするには：
1

ビュー比較/マージ セッションの 比較パースペクティブ または マージ パースペクティブ ですべてのマージ競合を解決
したか検証します。
注:

2

VCM セッション
アウトします。

ビュー比較/マージ セッションの テスト パースペクティブ でマージ競合のある個別のファイルをチ
ェックアウトできません。 テスト パースペクティブ を使用する前にすべての競合を解決します。
パースペクティブをテスト を選択し、ユーザーのプロジェクトでマージ変更を含むファイルをチェック

ビュー比較/マージでは、ビュー比較/マージ セッションがコミットされるまで、一時デフォルト作業フォルダにすべての
ファイルがローカルに保存されます。
ヒント:

3

代替ビュー比較/マージ作業フォルダを指定できます。 VCM セッション 作業フォルダ... を テス
ト パースペクティブ で選択します。

ユーザーのビルド ツールを使用してプロジェクトがビルド、実行できること、必要な変更がされていることをテストしま
す。
注:

StarTeam 内からビルドや実行はできません。

4

オプションで、マージ パースペクティブ または 比較パースペクティブ に切り替え、必要に応じて変更します。

5

さらに変更する場合は再びプロジェクトをチェックアウトして、テストを再度実行します。

6

すべての提案された変更に満足するまで VCM セッション

変更をコミット... を選択します。

ビュー比較/マージによりすべての変更がサーバーの StarTeam リポジトリに適用され、セッションが閉じます。

関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
ビュー比較/マージのアクション
ビュー比較/マージ セッション パースペクティブ
関連手順
ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージ セッションの作業フォルダを変更する
ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージの動作を変更する
コマンドラインからビュー比較/マージを実行する
関連参照
ビュー比較/マージ ウィザード
VCM アクション判断のための条件
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ビュー比較/マージの差分レポートを表示および印刷する
ビュー比較/マージ セッションで常に、セッションの差分レポートを表示して、ユーザーが変更した部分と、そのままにした部
分を確認できます。 差分レポートでは次の 2 種類のレポートを利用できます。

♦ 差分レポート： VCM セッションのパラメータとオプション、タイプとアクションでの差分数の概要、ファイルとフォルダで
のソースとターゲット間のビューの差分に関する情報を表示します。

♦ 詳細差分レポート： 差分レポート と同じ情報が表示されます。ただし、ソース ビューとターゲット ビューで親フォルダ
が移動されたアイテムについての情報も含まれます。 フォルダが移動されていない場合は、この詳細レポートは 差
分レポート と同じです。

ビュー比較/マージ セッションの差分レポートを表示し印刷するには：
1

開く（VCM 内）、または、変更パッケージ
ビュー比較/マージ セッションを開始するか、 変更パッケージ
り専用で開く(VCM 内) を使用して、変更パースペクティブ から保存してあった変更パッケージを開きます。

2

VCM セッション

差分レポート または VCM セッション

詳細差分レポート を選択します。

VCM セッションの差分 ダイアログ ボックスに、セッションの差分が 2 列のリストで表示されます。
3

オプションで、参照 ボタンをクリックして、出力ファイルに別のパスと名前を選択します。
レポートは、.html ファイルとして保存されます。

4

ブラウザに表示 ボタンをクリックして、デフォルト ブラウザに差分レポートを表示します。

5

デフォルト ブラウザ メニューでレポートを印刷します。

関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
関連手順
ビューを比較およびマージする
ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージ セッションの作業フォルダを変更する
ビュー比較/マージの変更をテストする
VCM 変更セッションを変更パッケージに保存する
ビュー比較/マージ セッションをエクスポートする
VCM セッションの要約を表示および印刷する
関連参照
VCM アクション判断のための条件
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読み取

ビュー比較/マージ変更セッションをコミットする
ビュー比較/マージ変更パッケージ セッションをコミットすると、すべての変更が StarTeam リポジトリに適用されます。 マー
ジのすべての競合を解決してから、ビュー比較/マージ変更セッションをコミットする必要があります。

ビュー比較/マージの変更セッションをコミットするには：
1

コミットする変更セッションを含んでいる Cross-Platform Client の 内容パースペクティブ で、ターゲットビューを開きま
す。

2

コミットする変更パッケージをダブルクリックします。 内容パースペクティブ の変更パッケージのリストに表示され、ス
テータスは 新規 になります。
注:

必要なセッションが表示されていない場合は、すべてのセッションが表示されるよう、フィルタ ドロッ
プダウン リストの選択肢を正しく選択するようにしてください。

3

変更パッケージをダブルクリックし、VCM 変更セッションに開きます。

4

VCM 変更セッションの 比較パースペクティブ と マージ パースペクティブ でマージの競合をすべて解決したこと、ま
た、変更のテストを実行して期待する結果が得られることを確認します。 変更セッションでの変更が終了したら、コミッ
トすることができます。

5

VCM セッション
注:

変更をコミット... を選択します。
メニューやツールバーで 変更をコミット... が無効である場合は、比較パースペクティブ や マージ パ
ースペクティブ ですべての競合が解決し、変更したアイテムが別のユーザーによってロックされて
いないことを確認して、再度実行します。

6

変更パッケージのプロパティ ダイアログ ボックスで、新規アイテムのリビジョンのコメントを入力します。

7

変更パッケージのプロパティ ダイアログ ボックスで、OK をクリックしてユーザーのビュー比較/マージ セッションをコミ
ットします。
これで、更新はアトミック トランザクションでターゲット ビューに適用されます。 同じトランザクション内で、更新済みの
アイテムに関する詳細とともに変更パッケージ オブジェクトが更新されます。 コミット後、変更セッションは閉じられ、編
集のために開くことはできなくなります。 そこでは、コミット済みの変更パッケージはターゲット ビューが所有するオブ
ジェクトとして表示され、変更パースペクティブ に改めて表示することができます。

8

VCM セッション
保存...、VCM セッション
して、変更セッションを保存します。
注:

名前を付けて保存...、または VCM セッション

エクスポート... を選択

保存... は、セッションを永続的に保存し、セッションをファイルとして保存する必要性を最小限に抑
えます。 名前を付けて保存... は、セッションを .vcms ファイルとして保存し、エクスポート... は、セッ
ションを .vcmx ファイルとして保存します。

StarTeam は、変更セッションのターゲット ビューに一意の名前を付けた変更パッケージ オブジェクトを作成します。そこに
はその VCM 変更セッションで行われたすべての変更が含まれています。 すると、それが 変更パースペクティブ で使用可
能になり、後から読み取り専用ビューで開き直し、見直しを行い、プロパティの変更を行い、セッションを再生して変更パッケ
ージ セッションを再利用して同じ変更セットを別のビューに適用することができます。 変更パッケージがコミットされると、そ
の変更パッケージに対してそれ以上の変更はできなくなります。
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関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
ビュー比較/マージのアクション
VCM アクション判断のための条件
関連手順
ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージの変更をテストする
ビュー比較/マージ セッションの作業フォルダを変更する
ビュー比較/マージでマージの競合を解決する
ビュー比較/マージ セッションをエクスポートする
VCM 変更セッションを変更パッケージに保存する
ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
ビュー比較/マージの動作を変更する
コマンドラインからビュー比較/マージを実行する
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ビュー比較/マージ変更パッケージを作成する
変更パッケージを作成するには、ビュー比較/マージ（VCM）変更セッションを開始するだけです。

変更パッケージを作成するには：
1

StarTeam クライアントで比較する 2 つのプロジェクト ビューの 1 つを開きます。

2

"ビューの比較とマージ" の手順にあるステップに従ってください。
ビューを比較およびマージする

3

変更パッケージ セッションをコミットします。

4

変更パッケージ セッションを保存します。
VCM 変更セッションを変更パッケージに保存する

注: VCM メニューの VCM セッション メニュー項目の 名前を付けて保存... または エクスポート のどちらかをセッションのコ
ミット後に使用すると、StarTeam は、変更セッションのターゲット ビューに一意の名前を付けた変更パッケージ オブジ
ェクトを作成します。そこにはその VCM 変更セッションで行われたすべての変更が含まれています。 すると、それが
変更パースペクティブ で使用可能になり、後から読み取り専用ビューで開き直し、見直しを行い、プロパティの変更を
行い、変更セッションを再生して変更パッケージを再利用して同じ変更セットを別のビューに適用することができます。
変更パッケージがコミットされると、その変更パッケージに対してそれ以上の変更はできなくなります。
VCM セッション 保存... を使用することもできます。

関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
ビュー比較/マージのアクション
ビュー比較/マージ セッション パースペクティブ
VCM マージのタイプ、ルール、およびシナリオ
ビュー マージ タイプのシナリオ
関連手順
ビューを比較およびマージする
ソース ビューおよびターゲット ビューの選択アイテムを比較する
関連参照
ビュー比較/マージ ウィザード
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ビューを比較およびマージする
この基本手順では、StarTeam でビュー比較/マージを実行するための基本的な上位レベルのタスクを説明します。

ビューを比較またはマージするには：
1

ビュー比較/マージ セッション用のユーザーのファイルを準備します。
ビュー比較/マージ セッションのユーザーのファイルを準備する

2

ビュー比較/マージ ウィザード でビュー比較/マージ セッションを開始します。
ビューを比較およびマージする

3

ビュー間のマージ競合を解決します。
ビュー比較/マージでマージの競合を解決する

4

ビュー比較/マージから提案した動作で、このセッションでは不適切と考えられるすべての動作を変更します。
ビュー比較/マージの動作を変更する

5

変更が正しいことを確認するためマージ変更をテストします。
ビュー比較/マージの変更をテストする

6

すべてのマージ変更についてのビュー比較/マージ セッション レポートを生成します。
ビュー比較/マージの差分レポートを表示および印刷する

7

マージした変更をコミットします。

注: 変更の解決やコミットを行う前に VCM 変更セッションでの作業を中止する必要がある場合、または、提案された変更
を他の誰かに確認してもらった後で作業を完了する場合は、セッションをコミットする前に VCM セッション メニュー項目
の 1 つ、保存...、名前を付けて保存...、または エクスポート... を使用します。 StarTeam はターゲット ビューに一意の名
前で変更パッケージ オブジェクトを作成します。これには、VCM 変更セッションで提案されたすべての変更が含まれま
す。 すると、それが 変更パースペクティブ で使用可能になり、後で再開し、見直しを行い、コミットを行い、コミットした
後は、セッションを再生して変更パッケージ セッションを再利用し、同じ変更セットを別のビューに適用することができま
す。
関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
ビュー比較/マージのアクション
ビュー比較/マージ セッション パースペクティブ
VCM マージのタイプ、ルール、およびシナリオ
ビュー マージ タイプのシナリオ
関連手順
ビューを比較およびマージする
ビューを比較およびマージする
ソース ビューおよびターゲット ビューの選択アイテムを比較する
コマンドラインからビュー比較/マージを実行する
関連参照
ビュー比較/マージ ウィザード

410

VCM 変更セッションを変更パッケージに保存する
VCM セッションの保存には複数の方法があります。VCM セッション
保存... または VCM セッション
名前を付けて保
存... です。ただし、VCM セッション
保存... の場合だけ、セッションが変更パッケージとして保存されます。
注: 別のコンピュータで VCM セッションを開くには、ファイルを保存するのではなく VCM セッション エクスポート... でファ
イルをエクスポートします。エクスポート により、VCM 交換ファイル（.vcmx）が作成されます。これにより、VCM セッショ
ン全体を別のコンピュータに移動して、そのコンピュータのメニューで プロジェクト
ショートカットを開く... を選択して
セッションをインポートできます。

ビュー比較/マージ セッションを保存するには：
1

ビュー比較/マージ セッションを起動し、含まれる競合を解決します。

2

VCM セッション

保存... を選択します。

変更パッケージのプロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。
3

変更パッケージのプロパティに対して必要な変更を行い、保存 をクリックします。
これにより VCM セッションが変更パッケージ オブジェクトとして、StarTeam Server のターゲット ビューに保存されま
す。

VCM セッションを一度保存すると、再び保存する準備ができる（コミットする）まで、引き続きセッションを編集できます。
関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
関連手順
ビュー比較/マージ セッションをエクスポートする
VCM セッションで変更パッケージを開く
保存またはエクスポートされたビュー比較/マージ セッションを開く
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マージ ポイントを無視する
ビュー比較/マージ ウィザード の マージ ポイントを無視する オプションでは、ビュー比較/マージ セッションの比較フェー
ズ中にマージ ポイントを無視する必要があるか指定します。 マージ ポイントを無視する オプションでは、マージ ポイントの
記録を無視し、マージ ポイントを読み取り、共通の祖先を検出します。 マージ ポイントを無視する チェック ボックスをオン
にすると、ソースとターゲット両方で変更のあるアイテムは、最新のマージ ポイントのソース リビジョンではなく、共通の祖
先として分岐ポイントを使用します。
ビュー比較/マージでは、デフォルトでマージ ポイントを記録し使用します。 マージ ポイントを無視する オプションにより、
比較するときにビュー比較/マージで無視されますが、この機能を利用する場合は、少なく、通常は推奨しません。

ビュー比較/マージ セッションで [マージ ポイントを無視する] を指定するには：
1

ビュー比較/マージ セッションを開始します。

2

ビュー比較/マージ ウィザード で オプションの設定 ページまで進みます。

3

マージ ポイントを無視する チェック ボックスをオンにします。

4

他に必要な設定を行い、完了 をクリックします。

関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
関連手順
ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージでマージの競合を解決する
コマンドラインからビュー比較/マージを実行する
関連参照
ビュー比較/マージ ウィザード
ビュー比較/マージ ウィザード
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他のビューに対して変更パッケージを再生する
変更パッケージによって実行される更新は、他のビューにも再適用できます。Cross-Platform Client の 変更パースペクテ
ィブ には、コミット済みの変更パッケージがリストされます。ここでは、ドラッグ アンド ドロップにより、選択した変更パッケー
ジを他のビューに適用できます。新しいターゲット ビューは、ルート ビュー、分岐ビュー、非派生ビュー、または更新可能参
照ビューです。他のビューに対する変更パッケージの再適用を再生と言います。
再生では、変更パッケージのオリジナル ターゲット ビューがソース ビューになります。変更パッケージの再生により、変更
パッケージによって更新されたアイテムをソース アイテムとして選択する VCM 操作が起動され、それらを新しいターゲッ
ト ビューにマージします。再生では、ソース ビューと新しいターゲット ビューの間の関連に応じて、VCM マージ タイプを使
用します。

♦ 新しいターゲット ビューがソース ビューの直接の親ならば、再生は VCM プロモート操作として実行されます。
♦ 新しいターゲット ビューがソース ビューの直接の子ならば、再生は VCM 再ベース操作として実行されます。
♦ 新しいターゲット ビューがソース ビューの直接の親でも直接の子でもないならば、再生は VCM 複製操作として実行
されます。

他のビューに対して変更パッケージを再生するには：
1

Cross-Platform Client ウィンドウで、再生する変更パッケージを含んでいるターゲット ビューを開きます。

2

ツールバーの右側で、変更パースペクティブを表示 アイコンをクリックして 変更パースペクティブ に切り替えます。

3

変更パースペクティブ で、使用しているレイアウトに応じて、右側の 再生 アイコンか、下部にある 再生 タブをクリック
します。

4

変更パッケージのリストで、再生するコミット済み変更パッケージをクリックします。

5

その変更パッケージを [再生] ビューにドラッグし、その変更を適用するターゲット ビュー上でドロップします。
変更パッケージが再生されると、新しいターゲット ビューに対して新しい変更 VCM セッションが開き、適用する変更が
表示されます。新しいセッションは、再生された更新のステージング領域として働くので、確認、テスト、および調整を行
えます。すべての VCM セッションでも全く同様に、再生によって作成されたセッションは、コミットするまでは何度でも
保存、復元および更新することができます。

6

必要に応じて、新しい変更パッケージに対して追加の変更を行い、変更パッケージを保存するか変更をコミットしま
す。
再生によって作成された VCM セッションをコミットすると、新しいターゲット ビューに属する新しい変更パッケージが作
成されます。変更パッケージが他のビューに対して再生し、その結果生成される子孫の変更パッケージがさらに多くの
ビューに対して再生されると、再生により "ツリー" 、つまり変更パッケージが他のビューにどう伝播されてきたかとい
う履歴が形成されます。これは Cross-Platform Client 内で問い合わせできます。

注: 変更パッケージの前にあるアイコンは、再生ビューアが、コミット変更パッケージ用であるか、新しいコミットされていな
い変更パッケージ用であるかどうかにより異なります。新しい変更パッケージ用変更パッケージ アイコンには赤矢印が
含まれます。コミット済み変更パッケージのアイコンは、同じですが、赤矢印がありません。
関連概念
変更パッケージの概要
変更パースペクティブのユーザー インターフェイス
関連手順
変更パッケージを編集する
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任意の 2 つの関連ビューで変更をマージする（複製）
複製ビュー比較/マージ セッションでは、同じプロジェクトにある任意の 2 つのビューで変更を比較またはマージします。 ソ
ース ビューやターゲット ビューから複製ビュー比較/マージ セッションを開始できます。

現在のビューをソースとして複製操作を実行するには：
1

ソースとして使用するビューをビュー比較/マージ セッションで開きます。

2

構成の選択... を選択し、適切な構成タイプ、現在の構成、ラベル付きの構成、プロモーション状態の構成、
ビュー
日時を指定した構成 を選択して使用するソース ビュー構成を指定します。
注:

3

ビュー比較/マージ ウィザード では、ソース ビューからウィザードを開始した場合、現在ビューに設
定されている構成を使用します。

比較/マージ... を選択、または上部ペインで選択したアイテムを右クリックし、詳細
ビュー
を選択します。

ビュー比較/マージ...

ビュー比較/マージ ウィザード が開きます。
4

比較/マージ タイプとして 複製 を選択します。

5

マージのソース を 次のために現在のビュー（<ビュー名>）を使用 で選択し、次へ > をクリックします。
ビュー ツリー にプロジェクトのすべてのビューが表示されます。

6

比較用のターゲット ビューを選択し、次へ > をクリックします。

7

比較/マージ セッションに含めるアイテムの（複数）タイプのチェック ボックスをオンにして、次へ > をクリックします。

8

比較/マージの開始時に使用する（複数）比較/マージ オプションのチェック ボックスをオンにします。

9

完了 をクリックします。

ビュー比較/マージにより直ちにビューの比較が開始され、残っているマージ競合を解決できる マージ パースペクティブ に
新しい StarTeam ウィンドウが開きます。 未解決の差分があるアイテムは簡単に見つけることができます。 これらのアイテ
ムそれぞれに対して、マージ ステータス 列で、ビュー比較/マージにより疑問符が表示され、未解決 の文字が続きます。
未解決の差分があるアイテムを含む場合は、コンポーネント タブとフォルダにも疑問符が表示されます。
マージを完了し、変更をコミットするには、これらのマージ競合それぞれを解決する必要があります。

現在のビューをターゲットとして複製操作を実行するには：
1

ターゲットとして使用するビューと構成をビュー比較/マージ セッションで開きます。

2

比較/マージ... を選択、または上部ペインで選択したアイテムを右クリックし、詳細
ビュー
を選択します。

3

比較/マージ タイプとして 複製 を選択します。

4

マージのターゲット を 次のために現在のビュー（<ビュー名>）を使用 で選択し、次へ > をクリックします。

5

マージのソースとして使用するため ビュー ツリー でビューを選択します。

6

次の中から使用するソース ビュー構成を選択します： 現在の構成、ラベル付きの構成、プロモーション状態の構成、
または 日時を指定した構成（特定のタイムスタンプ）があります。

ビュー比較/マージ...

次へ > をクリックします。
7

比較/マージ セッションに含めるアイテムの（複数）タイプのチェック ボックスをオンにして、次へ > をクリックします。

8

比較/マージの開始時に使用する（複数）比較/マージ オプションのチェック ボックスをオンにします。

9

完了 をクリックします。
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関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
VCM マージのタイプ、ルール、およびシナリオ
ビュー マージ タイプのシナリオ
関連手順
ビューを比較およびマージする
ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージ セッションの作業フォルダを変更する
子ビューから親ビューに変更をマージする（プロモート）
親ビューから子ビューに変更をマージする（再ベース）
ビュー比較/マージでマージの競合を解決する
マージ ポイントを無視する
関連ファイルをマージするために処理アイテムを使用する
ビュー比較/マージの変更をテストする
VCM 変更セッションを変更パッケージに保存する
ビュー比較/マージ セッションをエクスポートする
VCM セッションの要約を表示および印刷する
ビュー比較/マージの差分レポートを表示および印刷する
コマンドラインからビュー比較/マージを実行する
関連参照
ビュー比較/マージ ウィザード
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保存またはエクスポートされたビュー比較/マージ セッションを開く
ビュー比較/マージ セッションをショートカット ファイル（.vcms または .vcmx）に保存またはエクスポートし、後から作業する
ためにセッションを復元できます。

♦ セッションを .vcms ファイルに保存した場合、同じコンピュータで再び開くことができます。
♦ セッションを .vcmx ファイルにエクスポートした場合、ファイルを別のコンピュータに移動し、そこでセッションを復元で
きます。

注: .vcmx ファイルには、マージ結果ファイルなど、.vcms ファイルより多くの情報が含まれています。

前に保存またはエクスポートしたビュー比較/マージ セッションを復元するには：
1

StarTeam クライアントを開きます。

2

クライアントのメイン メニューから プロジェクト
す。

3

VCM セッション ファイル（(*.vcmx;*.vcms） を ファイルタイプ フィールドで選択します。

4

復元するセッション ファイルを見つけて選択し、開く をクリックします。

ショートカットを開く... を選択し、開く ファイル ブラウザを表示しま

関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
関連手順
ビューを比較およびマージする
ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージ セッションの作業フォルダを変更する
ビュー比較/マージの変更をテストする
ビュー比較/マージの差分レポートを表示および印刷する
VCM 変更セッションを変更パッケージに保存する
ビュー比較/マージ セッションをエクスポートする
ビュー比較/マージのセッションを削除する
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変更パッケージで変更を表示する
この手順では、1 つ以上の変更パッケージを既に保存してコミットしており、それが置かれているターゲット ビューの 変更
パースペクティブ に表示されるものとします。
注: VCM セッションの各変更パッケージはターゲット ビューに保存されます。

変更パッケージから変更を表示するには：
1

Cross-Platform Client ウィンドウで、表示する変更パッケージを含むターゲット ビューを開きます。
注:

開いているビューがないと、変更パースペクティブ を開く方法はありません。

2

ツールバーの右側で、変更パースペクティブを表示 アイコンをクリックして 変更パースペクティブ に切り替えます。

3

左側のリストから、表示する変更パッケージを選択します。

4

"並べて表示" レイアウトでは、変更ビューアを表示 アイコンをクリックし、"上下並び" レイアウトでは 変更 タブをクリ
ックします。

こうすると、変更パッケージで行われたすべての変更の詳細、特に、変更されたアイテム タイプ、使用された変更タイプ、お
よび競合や差分の解決に使用されたアクションが表示されます。
また、VMC セッションとして変更パッケージを開くことができますが、変更は既にコミットされているので、読み取り専用モー
ドになります。
注: 変更は、新しい（コミットされていない）セッションで表示することもできますが、VCM セッションとして新しい変更パッケ
ージを開いて、提案される変更とソリューションを表示する必要があります。
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変更パッケージに名前を付ける
変更パッケージに名前を付けるには：
1

Cross-Platform Client ウィンドウで、ビュー比較/マージ セッションで使用するビューの 1 つを開きます。
ソース ビューにもターゲット ビューにもなります。完全なビューを選択するか、比較またはマージする特定のアイテム
を選択します。

2

ビュー比較/マージ ウィザード を該当するアイテムの 詳細
たはアイテムのメニュー）から起動します。

3

ビュー比較/マージ ウィザード は、選択アイテムを含む VCM セッションを開くためのものです。

4

すべての競合を解決する前、またはセッションを終了し、完了した後に、セッションを保存することを選択できます。

5

VCM セッションのメニューで、VCM セッション

ビュー比較/マージ... メニュー（[ビュー]、[フォルダ] ま

保存... を選択します。

♦ 保存 により、変更パッケージのプロパティ ダイアログ ボックスが開きます。ここでは、指定されているデフォルト
の名前を使用しない場合は、変更パッケージの名前を入力することができます。
注:
6

一度、変更パッケージを保存すると、変更できるのは、新しい、コミットしていない変更パッケージの
名前だけです。コミット済みの変更パッケージの名前は変更できなくなります。

新しい、コミットしていない変更パッケージの名前を変更するには、変更パースペクティブ で対象を選択して、VCM セ
ッションで開きます。VCM セッション
プロパティ... を選択して、変更パッケージのプロパティ ダイアログ ボックスで
名前を変更します。

関連手順
VCM 変更セッションを変更パッケージに保存する
ビュー比較/マージ セッションをエクスポートする
変更パッケージのプロパティを編集する
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変更パッケージのアクセス権を変更する
変更パッケージのアクセス権はビューレベルの権限です。これらのアクセス権は、プロジェクトのすべてのビューに対してプ
ロジェクト レベル（デフォルト）で、またはビュー レベルで個別のビューに対して設定できます。

変更パッケージのアクセス権を変更するには：
1

Cross-Platform Client ウィンドウで、変更パッケージのアクセス権を設定するプロジェクトまたはビューを開きます。

2

プロジェクト

3

変更パッケージ を カテゴリ リストでクリックしてから、続けて特定のグループやユーザーに対してアクセス権を指定し
ます。他のオブジェクトに対するアクセス権を変更するときと同様です。

アクセス権... または ビュー

アクセス権... を選択します。

注: 変更パッケージに対するプロジェクトまたはビューのアクセス権を 変更パースペクティブ からも変更できます。変更す
るには、変更パースペクティブを表示 アイコンをクリックしてから、前に示した同様の、アクセス権の変更手順を実行し
ます。
関連手順
アクセス権をプロジェクトに割り当てる
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変更パッケージのナビゲートにフィルタおよびクエリを使用する
Cross-Platform Client では、ユーザーは 変更パースペクティブ に所定のビューのアクティブかつコミット済みの変更パッケ
ージをすべてリストすることができます。 変更パッケージ リストは、さまざまな条件でソートしたり、フィルタを適用したりでき
ます。 変更パッケージを選択し、特定の詳細情報を表示することができます。 リストでは、名前、説明およびコミットされて
いない変更パッケージのロック状態など、基本プロパティのみ表示できます。 コミット済み変更パッケージの場合、更新され
た各アイテムの詳細をプロパティや履歴として表示できます。 使用されている VCM オプションなど、変更パッケージに関す
るその他の情報も表示できます。 Cross-Platform Client における変更パッケージに対する対話的処理については、後ほ
どさらに詳しく説明します。
この手順では、1 つ以上の変更パッケージを既に保存しており、関心のあるターゲット ビューの 変更パースペクティブ に表
示されるものとします。 VCM セッションの各 VCM 変更パッケージはターゲット ビューに保存されます。

変更パースペクティブでフィルタおよびクエリを使用するには：
1

Cross-Platform Client ウィンドウで、使用する変更パッケージを保持するターゲット ビューを開きます。

2

ツールバーの右側で、変更パースペクティブを表示 アイコンをクリックして 変更パースペクティブ に切り替えます。

3

変更パッケージ

4

変更パースペクティブ の変更パッケージで使用するさまざまなフィルタやクエリを作成、変更、および選択します。
Cross-Platform Client でフィルタおよびクエリの作成に使用したものと全く同じプロセスを使用します。

5

設定が完了したら、新規または変更したフィルタおよびクエリを保存します。 新しいフィルタは、変更セッション リストの
上にある フィルタ ドロップダウンリストに表示されます。

フィルタ を選択して、Cross-Platform Client フィルタ... メニューを開きます。

関連概念
変更パッケージの概要
変更パースペクティブのユーザー インターフェイス
関連手順
フィルタを作成する
フィルタをコピーする
フィルタを編集する
クエリを作成する
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変更パッケージのプロパティを編集する
選択した変更パッケージのプロパティは、変更パースペクティブ で表示できますが、その変更パッケージを VCM セッション
で開き直すと、プロパティを VCM セッションのプロパティ ダイアログ ボックスで編集することができます。 このダイアログ
ボックスにはいくつかの目的があります。 変更パッケージのプロパティの表示や変更を行うだけでなく、新規セッションなら
ば変更をコミットする、変更セッション ラベルの追加や変更を行う、コミットしたリビジョンにコメントを追加する、といったこと
もできます。
この手順では、1 つ以上の変更パッケージを既に保存しており、それがあるターゲット ビューの 変更パースペクティブ に表
示されるものとします。
注: 各変更パッケージはターゲット ビューに保存されます。

変更パッケージのプロパティを編集するには：
1

Cross-Platform Client ウィンドウで、使用する変更パッケージのターゲット ビューを開きます。

2

ツールバーの右側で、変更パースペクティブを表示 アイコンをクリックして 変更パースペクティブ に切り替えます。
注:

3

変更パッケージはコミットすると、以降は編集できません

左側にある変更パッケージを選択し、それをダブルクリックして VCM セッションに開きます。
変更パッケージ
プロパティ... を選択することにより、いつでもセッション プロパティを表示することができますが、こ
の場合のプロパティは読み取り専用です。

4

VCM セッション

5

目的のプロパティを変更し、OK をクリックします。
注:

プロパティ... を選択して、変更セッションのプロパティ ダイアログ ボックスを開きます。

セッションがコミットされていなかった場合は、そのセッションのどのプロパティでも変更できます。 し
かし、VCM セッションで開き直す前にセッションがコミットされた場合は、変更できるプロパティは作
業フォルダの デフォルト または 代替 のみです。

関連概念
変更パッケージの概要
変更パースペクティブのユーザー インターフェイス
関連手順
変更パッケージを編集する
他のビューに対して変更パッケージを再生する
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変更パッケージの詳細、履歴およびラベルを表示する
この手順では、1 つ以上の変更パッケージ セッションを既に保存しており、関心のあるターゲット ビューの 変更パースペク
ティブ に表示されるものとします。VCM セッションの各 VCM 変更パッケージはターゲット ビューに保存されます。

変更パッケージ セッションに関する詳細、履歴、およびラベル情報を表示するには：
1

Cross-Platform Client ウィンドウで、使用する VCM 変更セッションのターゲット ビューを開きます。

2

ツールバーの右側で、変更パースペクティブを表示 アイコンをクリックして 変更パースペクティブ に切り替えます。

3

"横並び" レイアウトの右にあるアイコンから、または "上下並び" レイアウトの一番下にあるタブから、表示するビュ
ーアの 1 つを選択します。

♦ 詳細 ペインでは、選択した変更パッケージ固有の情報が表示されます。説明、作成ユーザー、最終変更日時、

コミットの有無、コミット日時とユーザーなどです。さらに、セッション タイプ（プロモート、再ベース、複製）、ソース
とターゲット ビュー、トランザクション ID とラベルも表示されます。詳細 ペインは、他の StarTeam アイテム用 詳
細 ペインと同様にカスタマイズできます。サンプルの [詳細] ペイン テンプレートは、Cross-Platform Client のル
ート インストール フォルダ以下の、samples\details-templates フォルダにインストールされます。
changepackage.details.html があり、変更パースペクティブ の 詳細 ペインに表示されるフィールドを変更す
るために使用できます。

♦ 履歴 ペインには、選択した変更パッケージのすべての履歴バージョンが表示されます。ドット記法、各リビジョン
の変更ユーザーと説明もあります。他の StarTeam アイテム用 履歴 ペインと同様に、標準履歴アクションを実
行するためのコンテキスト メニューがあります。さらに一番上のフィールドで右クリックすると、表示するフィール
ドの種類と表示順を変更できます。

♦ 再生 ビューの ラベル ペインは、他の StarTeam アイテムの場合とまったく同じ機能です。すべての分岐リビジョ
ンと日時情報が表示されます。同じラベル機能を実行するための同じコンテキスト メニューもあります。

関連手順
[詳細] ペインのカスタマイズ

422

変更パッケージを削除する
コミットする前なら、変更パッケージ オブジェクトを削除できます。 バージョン管理されているすべてのオブジェクトと同様、
削除は "ソフト" に行われます。つまり、変更パッケージがターゲット ビューのチップ リビジョンには表示されなくなるという
ことです。 ターゲット ビューの時間をロール バックさせると、前に削除した変更パッケージが "再出現" し、読み取り専用モ
ードで開けます。
変更パッケージを "削除取り消し" する方法はありません。 コミットした後の変更パッケージは、直接削除できません。 コミ
ット済みの変更パッケージが削除されるのは、ターゲット ビューが削除されたときだけです。 変更パッケージが削除された
ために、もう必要とされないデータベース情報は、データベースの完全削除プロセス中に削除されます。
変更パッケージを削除すると、Cross-Platform Client でも変更パッケージが閉じます。 ターゲット ビューで、変更パッケー
ジに代わっていずれかのアイテムがロックされていた場合、そのアイテムのロックをそのままにするか、解除するかを聞くメ
ッセージがユーザーに表示されます。
注: VCM セッションの各変更パッケージはターゲット ビューに保存されます。

変更パッケージを削除するには：
1

Cross-Platform Client ウィンドウで、削除する変更パッケージを含んでいるターゲット ビューを開きます。

2

ツールバーの右側で、変更パースペクティブを表示 アイコンをクリックして 変更パースペクティブ に切り替えます。

3

変更パッケージのリストで、削除する変更パッケージをクリックします。

4

変更パッケージ

削除 を選択するか、選択したパッケージを右クリックして 削除 を選択します。

このアクションによって、以前ローカルに、またはサーバー上に保存されたセッション ファイル .vcms および .vcmx が
削除されます。

関連概念
変更パッケージの概要
変更パースペクティブのユーザー インターフェイス
関連手順
変更パッケージを編集する
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変更パッケージを編集する
編集できる変更パッケージは、変更パースペクティブ でステータスが 新規、つまり、保存されたがまだコミットされていない
もののみです。 この手順では、1 つ以上のコミットしていない変更パッケージを既に保存しており、それが置かれているター
ゲット ビューの 変更パースペクティブ に表示されるものとします。
編集のために変更パッケージを開くと、アイテム レベルで可能な変更は、差分に 無視する とマークする、マージ競合を解
決する（たとえば、手動でプロパティやファイル コンテンツをマージする）といった、アクション タイプの変更に限られます。
アイテム以外に可能な編集は次のとおりです： 変更パッケージのプロパティの 名前 および 説明、オプションの コミット前/
コミット後リビジョン ラベル および コミット前/コミット後ビュー ラベル、変更パッケージが保存またはコミットされるときに使
用される変更パッケージの リビジョンのコメント、変更パッケージの 作業フォルダ、および、コミット中に作成される任意の
新規アイテム リビジョンに対してリビジョン コメントとして使用される変更パッケージの デフォルト コメント があります。

変更パッケージを編集するには：
1

Cross-Platform Client ウィンドウで、使用する変更パッケージのターゲット ビューを開きます。

2

ツールバーの右側で、変更パースペクティブを表示 アイコンをクリックして 変更パースペクティブ に切り替えます。

3

変更パッケージのリストで、編集するコミットされていない変更パッケージを選択し、変更パッケージ
に) を選択し、アクティブ VCM セッションとして変更パッケージを再度開きます。
または、変更パッケージをダブルクリックすると、自動的に VCM セッションに開かれます。

4

VCM セッションで、変更を加えます。

5

完了したら、変更セッションを保存またはコミットします。

関連概念
変更パッケージの概要
変更パースペクティブのユーザー インターフェイス
関連手順
変更パッケージのプロパティを編集する
他のビューに対して変更パッケージを再生する
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開く (VCM 内

変更パースペクティブを表示する
Cross-Platform Client には、現在、メイン ウィンドウで使用できるパースペクティブが 2 つあります。標準の 内容パースペ
クティブ と 変更パースペクティブ ですが、変更パースペクティブではコミット済みのビュー比較/マージ（VCM）セッションで
行われたすべての変更の詳細や、コミット済み VCM 変更セッションで提案された変更を表示することができます。変更パ
ースペクティブ では、コミットされたセッション内で行われたものと同じ変更を、別のプロジェクトまたはビューに適用すること
もできます（再生）。これが可能なのは、単一の VCM セッションに対するすべての変更が、保存またはコミットされたとき
に、VCM セッションで作成された変更パッケージ オブジェクトに記録されているからです。内容パースペクティブ でも、他
の StarTeam オブジェクトでできるように、変更パッケージの他の見方を管理することができます。
Cross-Platform Client では、内容パースペクティブ が自動的に開きます。

変更パースペクティブに切り替えるには：
1

Cross-Platform Client ウィンドウで、ツールバーの右側の 変更パースペクティブを表示 アイコンをクリックします。

2

内容パースペクティブ に戻るには、ツールバーの右側の 内容パースペクティブを表示 アイコンをクリックします。
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子ビューから親ビューに変更をマージする（プロモート）
プロモートでは、子（派生）ビューから親ビューに変更をマージ（または比較）します。 親ビューまたは子ビューのいずれから
もプロモート ビュー比較/マージ セッションを開始できます。

親ビューから開始してプロモート操作を実行するには：
1

使用する親ビューをビュー比較/マージ セッションで開きます。
注:

2

親ビューはプロモート操作のターゲットで、チップ構成を使用する必要があります。

比較/マージ... を選択、または上部ペインで選択したアイテムを右クリックし、詳細
ビュー
を選択します。

ビュー比較/マージ...

ビュー比較/マージ ウィザード が開きます。
3

比較/マージ タイプとして プロモート を選択します。

4

マージのターゲット を 次のために現在のビュー（<ビュー名>）を使用 で選択し、次へ > をクリックします。
注:

親ビューが（複数の）子ビューの親であり、別のビューの子である場合、マージのソース と マージ
のターゲット オプションの両方を有効にできます。

ビュー ツリー にプロジェクトのすべてのビューが表示されます。
5

比較に使用するソース ビューとして子ビューを選択してから 次へ > をクリックします。

6

次の中から使用するソース ビュー構成を選択します： 現在の構成、ラベル付きの構成、プロモーション状態の構成、
または 日時を指定した構成（特定のタイムスタンプ）があります。
次へ > をクリックします。

7

比較/マージ セッションに含めるアイテムの（複数）タイプのチェック ボックスをオンにして、次へ > をクリックします。

8

比較/マージの開始時にデフォルトで使用する（複数）比較/マージ オプションのチェック ボックスをオンにして、完了
をクリックします。

ビュー比較/マージにより直ちにビューの比較が開始され、残っているマージ競合を解決できる マージ パースペクティブ に
新しい StarTeam ウィンドウが開きます。 未解決の差分があるアイテムは簡単に見つけることができます。 これらのアイテ
ムそれぞれに対して、マージ ステータス 列で、ビュー比較/マージにより疑問符が表示され、未解決 の文字が続きます。
未解決の差分があるアイテムを含む場合は、コンポーネント タブとフォルダにも疑問符が表示されます。
マージを完了し、変更をコミットするには、これらのマージ競合それぞれを解決する必要があります。 下のリンクの「マージ
競合を解決する」を参照してください。

子ビューから開始してプロモート操作を実行するには：
1

使用する子ビューをビュー比較/マージ セッションで開きます。
注:

ビュー比較/マージ ウィザード では、ソース ビューからウィザードを開始した場合、現在ビューに設
定されている構成を使用します。

2

ビュー
構成の選択... を選択し、適切な構成タイプ、現在の構成、ラベル付きの構成、プロモーション状態の構成、
日時を指定した構成 を選択して使用するソース ビュー構成を指定します。

3

ビュー
比較/マージ... を選択、または上部ペインで選択したアイテムを右クリックし、詳細
を選択します。

4

比較/マージ タイプとして プロモート を選択します。

5

マージのソース を 次のために現在のビュー（<ビュー名>）を使用 で選択し、次へ > をクリックします。
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ビュー比較/マージ...

注:

子ビューが親ビューでも子ビューでもある場合、マージのソース と マージのターゲット オプションの
両方を有効にできます。

6

比較/マージ セッションに含めるアイテムの（複数）タイプのチェック ボックスをオンにして、次へ > をクリックします。

7

比較/マージの開始時に使用する（複数）比較/マージ オプションのチェック ボックスをオンにします。

8

完了 をクリックします。

関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
VCM マージのタイプ、ルール、およびシナリオ
ビュー マージ タイプのシナリオ
関連手順
ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージ セッションの作業フォルダを変更する
親ビューから子ビューに変更をマージする（再ベース）
任意の 2 つの関連ビューで変更をマージする（複製）
ビュー比較/マージでマージの競合を解決する
マージ ポイントを無視する
関連ファイルをマージするために処理アイテムを使用する
ビュー比較/マージの変更をテストする
VCM 変更セッションを変更パッケージに保存する
ビュー比較/マージ セッションをエクスポートする
VCM セッションの要約を表示および印刷する
ビュー比較/マージの差分レポートを表示および印刷する
コマンドラインからビュー比較/マージを実行する
関連参照
ビュー比較/マージ ウィザード

427

差分のあるアイテムでロックを見つけるおよび解除する
差分のあるアイテムが、マージ用のターゲット ビューで別のユーザーによりロックされている場合、ロック解除しない限り、
ビュー比較/マージ（VCM）セッションでそのアイテムの変更をコミットできません。 VCM セッションを開始するとき、ビュー比
較/マージ ウィザード がロックを検出し、自動的にロックを解除できます（ウィザードでチェック ボックスをオンにした場
合）。 ただし、VCM セッションで手動でロックを解除することもできます。
警告: アイテムは、大抵編集されているため、排他的ロックによってロックがかけられています。 他のユーザーのロックを
解除した場合、その相手のユーザーに作業結果を失わせてしまう可能性があります。 他のユーザーのロックを解除
する場合には、その相手に連絡を取った後か、連絡が取れない場合には本当に緊急に必要とする場合にのみ行っ
てください。

VCM セッションを開始するときに自動でロックを解除するには：
1

ビュー比較/マージ ウィザード で VCM セッションを開始します。

2

オプションの設定 ページで、自動的にロックを強制解除 チェック ボックスをオンにします。

3

必要な別のチェック ボックスをオンにして、完了 をクリックしてウィザードを終了します。

差分のあるロックされたアイテムを簡単に検出するには：
1

VCM セッションを開始します。

2

任意のパースペクティブで、差分
イテムを検索 を選択します。

次のロックされた変更アイテムを検索、または 差分

前のロックされた変更ア

VCM セッションで既存のロックを強制解除するには：
1

前の説明どおり、ロックされているアイテムを検索します。

2

上部ペインでアイテムを右クリックし、ロック/ロック解除... を選択します。
自分のロック ステータスの設定 ダイアログ ボックスが表示されます。

3

ロック解除 ロック ステータスを選択して排他的または非排他的ロックを解除します。

4

既存ロックの強制解除 チェック ボックスをオンにすると、アイテムに対する他のチーム メンバのロックを強制解除しま
す。
電子メールが有効になっている場合は、StarTeam から、ロックが強制解除されたチーム メンバにそのことを知らせる
電子メール メッセージが送信されます。
注:

他のチーム メンバのロックを強制解除できる適切な特権が許可されている必要があります。
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関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
ビュー比較/マージのアクション
ビュー比較/マージ セッション パースペクティブ
関連手順
ビューを比較およびマージする
ソース ビューおよびターゲット ビューの選択アイテムを比較する
ビュー比較/マージのセッションからファイルの差分を解決する
ビュー比較/マージの動作を変更する
関連参照
VCM アクション判断のための条件
ビュー比較/マージ ウィザード
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確認のため変更パッケージを読み取り専用モードで開く
この手順では、1 つ以上の変更パッケージを既に保存しており、それが置かれているターゲット ビューの 変更パースペク
ティブ に表示されるものとします。
注: 各 VCM 変更パッケージはターゲット ビューに保存されます。

変更パッケージを読み取り専用モードで開くには：
1

Cross-Platform Client ウィンドウで、使用する変更パッケージのターゲット ビューを開きます。

2

ツールバーの右側で、変更パースペクティブを表示 アイコンをクリックして 変更パースペクティブ に切り替えます。

3

表示する変更パッケージを選択します。

4

変更パッケージ

読み取り専用で開く (VCM 内) を選択します。

選択した変更パッケージが VCM セッションに開きます。 加えられたすべての変更を確認したり、まだコミットされていない
変更パッケージに対して提案された変更を確認したりできます。 しかし、自分自身で変更を加えたり、セッションを保存する
ことはできません。
関連概念
変更パッケージの概要
変更パースペクティブのユーザー インターフェイス
関連手順
他のビューに対して変更パッケージを再生する

430

親ビューから子ビューに変更をマージする（再ベース）
再ベースでは、親ビューから子（派生）ビューの 1 つに変更をマージ（または比較）します。 親ビューまたは子ビューのいず
れからも再ベース ビュー比較/マージ セッションを開始できます。

親ビューから開始して再ベースを実行するには：
1

使用する親ビューをビュー比較/マージ セッションで開きます。
注:

2

ビュー比較/マージ ウィザード では、ソース ビューからウィザードを開始した場合、現在ビューに設
定されている構成を使用します。

構成の選択... を選択し、適切な構成タイプ、現在の構成、ラベル付きの構成、プロモーション状態の構成、
ビュー
日時を指定した構成 を選択して使用するソース ビュー構成を指定します。
注:

ビュー比較/マージ ウィザード では、ソース ビューからウィザードを開始した場合、現在ビューに設
定されている構成を使用します。

3

比較/マージ タイプとして 再ベース を選択します。

4

マージのソース を 次のために現在のビュー（<ビュー名>）を使用 で選択し、次へ > をクリックします。
注:

親ビューが（複数の）子ビューと別のビューの子ビューの親である場合、マージのソース と マージ
のターゲット オプションの両方を有効にできます。

ビュー ツリー にプロジェクトのすべてのビューが表示されます。
5

比較に使用するターゲット ビューとして子ビューを選択してから 次へ > をクリックします。

6

比較/マージ セッションに含めるアイテムの（複数）タイプのチェック ボックスをオンにして、次へ > をクリックします。

7

比較/マージの開始時に使用する（複数）比較/マージ オプションのチェック ボックスをオンにします。

8

完了 をクリックします。

ビュー比較/マージにより直ちにビューの比較が開始され、残っているマージ競合を解決できる マージ パースペクティブ に
新しい StarTeam ウィンドウが開きます。 未解決の差分があるアイテムは簡単に見つけることができます。 これらのアイテ
ムそれぞれに対して、マージ ステータス 列で、ビュー比較/マージにより疑問符が表示され、未解決 の文字が続きます。
未解決の差分があるアイテムを含む場合は、コンポーネント タブとフォルダにも疑問符が表示されます。
マージを完了し、変更をコミットするには、これらのマージ競合それぞれを解決する必要があります。

子ビューから開始して再ベースを実行するには：
1

使用する子ビューをビュー比較/マージ セッションで開きます。
注:

子ビューのチップ リビジョンを使用します。これは子ビューが再ベース操作のターゲットであるから
です。

2

ビュー
比較/マージ... を選択、または上部ペインで選択したアイテムを右クリックし、詳細
を選択します。

3

比較/マージ タイプとして 再ベース を選択します。

4

マージのターゲット を 次のために現在のビュー（<ビュー名>）を使用 で選択し、次へ > をクリックします。
注:

ビュー比較/マージ...

子ビューが親ビューでも子ビューでもある場合、マージのソース と マージのターゲット オプションの
両方を有効にできます。
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5

次の中から使用するソース ビュー構成を選択します： 現在の構成、ラベル付きの構成、プロモーション状態の構成、
または 日時を指定した構成（特定のタイムスタンプ）があります。
次へ > をクリックします。

6

比較/マージ セッションに含めるアイテムの（複数）タイプのチェック ボックスをオンにして、次へ > をクリックします。

7

比較/マージの開始時に使用する（複数）比較/マージ オプションのチェック ボックスをオンにします。

8

完了 をクリックします。

関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
関連手順
ビューを比較およびマージする
ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージ セッションの作業フォルダを変更する
子ビューから親ビューに変更をマージする（プロモート）
任意の 2 つの関連ビューで変更をマージする（複製）
ビュー比較/マージでマージの競合を解決する
マージ ポイントを無視する
関連ファイルをマージするために処理アイテムを使用する
ビュー比較/マージの変更をテストする
VCM 変更セッションを変更パッケージに保存する
ビュー比較/マージ セッションをエクスポートする
VCM セッションの要約を表示および印刷する
ビュー比較/マージの差分レポートを表示および印刷する
コマンドラインからビュー比較/マージを実行する
関連参照
ビュー比較/マージ ウィザード
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関連ファイルをマージするために処理アイテムを使用する
ビュー比較/マージにより、ユーザーは、リンクされ固定されている処理アイテムを選択して（ファイル自体を選択するのでは
なく）、特定の処理アイテムに関係する（複数の）ファイル セットを比較し、マージできます。

処理アイテムに基づいてファイルを比較しマージするには：
1

StarTeam クライアント メニューで、プロジェクト
ます。

2

ビュー
構成の選択... を選択し、適切な構成タイプ、現在の構成、ラベル付きの構成、プロモーション状態の構成、
日時を指定した構成 を選択して使用するソース ビュー構成を指定します。
注:

3

ビュー比較/マージ ウィザード では、ソース ビューからウィザードを開始した場合、現在ビューに設
定されている構成を使用します。

ソース ビューで 変更要求 タブ、要件 タブ、タスク タブから処理アイテムを選択します。
注:

4

開く... を選択し、使用する処理アイテムを含むソース ビューを開き

上部ペインで複数のアイテムを選択するには、SHIFT を押しながらクリック、または CTRL を押しなが
らクリックします。 選択したアイテムは、タブやプロジェクト ウィンドウを切り替えても選択したままで
す。

ソース ビューの選択した処理アイテムのいずれかで右クリックし、詳細

ビュー比較/マージ... を選択します。

ビュー比較/マージ ウィザード が開きます。
5

次の比較またはマージするタイプを選択します： プロモート、再ベース、または 複製 があります。

6

マージのソース を 次のために現在のビュー<ビュー名>を使用 で選択し、次へ > をクリックします。

7

ウィザードの 選択したアイテムを含む ページで <アイテム> と関連づけられている変更 チェックボックスをオンにしま
す。

8

選択したアイテムとこのアイテムにリンクされたファイルを比較しマージするには、選択されている<アイテム> チェック
ボックスをオンにします。
警告:

9

各ファイルへのリンクは、両端で固定されている必要があります。固定されていない場合は含ま
れません。

次へ > をクリックして、ウィザードを完了します。

ビュー比較/マージにより直ちにビューの比較が開始され、リンクされた固定されているファイルと処理アイテムの差分を解
決できる マージ パースペクティブに新しい VCM セッション ウィンドウが開きます。 未解決の内容やプロパティの差分があ
るアイテムは簡単に見つけることができます。 これらのアイテムそれぞれに対して、マージ ステータス 列で、ビュー比較/
マージにより疑問符が表示され、未解決 の文字が続きます。 未解決の差分があるアイテムを含む場合は、コンポーネン
ト タブとフォルダにも疑問符が表示されます。
ビュー比較/マージにより適切なマージ アクションが提案できる場合は、アイテムのステータスに 解決済み が緑のチェック
マーク付きで表示されます。 すべての提案されたアクションは別の可能なアクションに変更できます。
注: 変更をコミットして、マージを完了する前に、これらのマージ競合それぞれを解決する必要があります。
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関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
関連手順
ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージの変更をテストする
VCM 変更セッションを変更パッケージに保存する
ビュー比較/マージ セッションをエクスポートする
VCM セッションの要約を表示および印刷する
ビュー比較/マージの差分レポートを表示および印刷する
コマンドラインからビュー比較/マージを実行する
関連参照
ビュー比較/マージ ウィザード
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ファイルとフォルダを比較およびマージする
このセクションでは、ファイル、フォルダ、画像の比較とマージについての手順を説明します。 ファイル比較/マージの使用
の選択方法は、比較やマージするファイルの種類で決まります。
ローカル ファイルと StarTeam リポジトリのリビジョンを比較する、または 2 つの履歴リビジョンを比較するには、メイン ファ
イル比較/マージを StarTeam クライアント内部から開く、または組み込みファイル比較/マージを表示します。
2 つのローカル ファイルを比較するには、スタンドアロン ファイル比較/マージを スタート メニューから開きます。
このセクションの内容
2 つのローカル ファイルをマージする
ファイル比較/マージを使用して 2 つのローカル ファイルの内容をマージする方法を説明します。
2 つのローカル ファイルを比較する
ファイル比較/マージで ローカル ファイルを比較する方法を説明します。
ファイルを比較およびマージする
ファイルの比較およびマージ操作を実行するためのコア プロセスを説明します。
ファイル比較/マージ オプションを設定する
ファイル比較/マージの表示および動作をカスタマイズする方法を説明します。
ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
ファイル比較/マージからレポートを生成し、印刷する手順を説明します。
ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する
ファイル比較/マージ セッションでテキスト ファイルを編集する方法を説明します。
ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する
ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する方法を説明します。
フォルダをマージする
フォルダの内容をマージする方法を説明します。
フォルダを比較する
ファイル比較/マージで 2 つのフォルダを比較する方法を説明します。
ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする
ファイル比較/マージを使用してローカル ファイルの内容と StarTeam リポジトリのファイルのチップ リビジョンをマ
ージする方法を説明します。
ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する
ファイル比較/マージを使用してローカル ファイルとリポジトリのファイルのリビジョンを比較する方法を説明しま
す。
文字エンコードをファイルに適用する
ファイル比較/マージで文字エンコード設定をファイルに適用する方法を説明します。
旧リビジョンのファイル内容を比較する
リポジトリにある 2 つのファイル リビジョンの内容を比較する方法を説明します。
画像を比較する
ファイル比較/マージで 2 つの画像を比較する方法を説明します。
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2 つのローカル ファイルをマージする
スタンドアロン ファイル比較/マージでユーザーのコンピュータにある 2 つのファイルの内容を比較しマージします。

2 つのローカル ファイルをマージするには：
1

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

2

各編集ペインの右上にある 新しい比較を開く をクリックします。

Borland StarTeam

StarTeam Cross-Platform Client

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

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

デフォルトでは、ファイルはすぐに比較され、ペインに自動的に行番号が表示されます。
ファイル比較/マージにより、2 つのファイルの差分が強調表示されます。ペイン間で対応する差分には色が付いてい
て、線で結ばれています。 ファイル比較/マージ オプション ダイアログ ボックスにある ファイル比較 の 色の設定 ペ
ージで、編集ペインで使用する色を設定できます。
3

任意のペインで右クリックし、比較モードの切り替え を選択します。
3 者間垂直、3 者間水平 または 3 者間混合 のいずれかを選択します。
3 者間垂直 と 3 者間水平 比較モードでは、マージ ベース ファイルは中央のペインに表示されます。 3 者間混合 比
較モードでは、ファイル比較/マージによりマージ ベース ファイルは下部ペインに表示されます。
ヒント:

4

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

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

5

オプションで、一方のペインで右クリックし、レポートの生成 を選択します。
レポートを印刷するには、ファイル
注:

印刷... を選択します。

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

6

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

7

オプションで、変更したファイルをテストして、問題がないか確認します。

8

ファイルをチェックインします。
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関連概念
ファイル比較/マージの概要
ファイル比較/マージ（FCM）の UI
関連手順
ファイルを比較およびマージする
ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する
旧リビジョンのファイル内容を比較する
2 つのローカル ファイルを比較する
ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する
ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する
フォルダを比較する
画像を比較する
フォルダをマージする
ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
比較レポートとマージ レポートをカスタマイズする
ファイル比較/マージ オプションを設定する
関連参照
ファイル比較/マージのオプション
ファイル比較/マージのキーボード ショートカット
ファイル比較/マージのアクション
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2 つのローカル ファイルを比較する
スタンドアロン ファイル比較/マージでローカル ファイルを比較するには：
1

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

2

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

3

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

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

CTRL+N を押して別のファイル比較ウィンドウを開くことができます。

4

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

5

オプションで、一方のペインで右クリックし、レポートの生成 を選択します。

6

ファイル

印刷... を選択してレポートを印刷します。
注:

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

7

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

8

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

関連概念
ファイル比較/マージの概要
ファイル比較/マージ（FCM）の UI
関連手順
ファイルを比較およびマージする
ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する
旧リビジョンのファイル内容を比較する
ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する
ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する
画像を比較する
ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする
関連参照
ファイル比較/マージのオプション
ファイル比較/マージのキーボード ショートカット
ファイル比較/マージのアクション
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ファイルを比較およびマージする
この手順では、StarTeam リポジトリのファイルとローカル ファイルを比較し、マージするときの主要な上位レベル タスクを
示します。 オンライン ヘルプのコンテンツ ペインにある手順セクションの「ファイルを比較およびマージする」と「ファイルと
フォルダをマージする」に詳細手順を説明します。

ファイル比較/マージを実行するには：
1

2 つのファイルを比較するためファイル比較/マージ セッションを開始します。
ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する

2

ファイル比較/マージ ウィンドウのファイル間の差分を解決します。
ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する

3

ファイル比較/マージ セッションでの変更のレポートを生成します。
ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する

4

マージによる変更を保存します。
ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する

注: 2 つのファイルの内容をマージすることもできます。
関連概念
ファイル比較/マージの概要
ファイル比較/マージ（FCM）の UI
関連手順
ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする
旧リビジョンのファイル内容を比較する
2 つのローカル ファイルを比較する
2 つのローカル ファイルをマージする
フォルダを比較する
画像を比較する
フォルダをマージする
比較レポートとマージ レポートをカスタマイズする
ファイル比較/マージ オプションを設定する
関連参照
ファイル比較/マージのオプション
ファイル比較/マージのキーボード ショートカット
ファイル比較/マージのアクション
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ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する
ローカル ファイルとリポジトリ内のリビジョンを比較するには：
1

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

2

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

選択ファイルを右クリックして 内容の比較 を選択します。
ファイル比較/マージ セッションが別のウィンドウで開き、それぞれの編集ペインにファイルが表示されます。

3

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

4

編集ペインでファイルに対して直接必要な編集を行います。

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

関連概念
ファイル比較/マージの概要
ファイル比較/マージ（FCM）の UI
関連手順
ファイルを比較およびマージする
ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する
ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する
旧リビジョンのファイル内容を比較する
フォルダを比較する
画像を比較する
ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする
フォルダをマージする
ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
ファイル比較/マージ オプションを設定する
関連参照
ファイル比較/マージのオプション
ファイル比較/マージのアクション
ファイル比較/マージのキーボード ショートカット
ファイル比較/マージのアクション
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ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する
ファイル比較/マージ ペインでファイルを編集するには：
1

比較する 2 つのファイルに対してメインまたはスタンドアロン ファイル比較/マージ セッションを開始します。
ファイル比較/マージ ペインで 2 つのファイルの差分は、色付きの差分ブロックで表示されます。

2

編集ペインで直接テキストを変更してファイルを編集します。
標準的な編集操作や色付き差分ブロックのダイナミック編集ボタンを使います。

注: StarTeam リポジトリ内にあるファイルの実際のリビジョンは変更できません。 比較しているファイルの一方がリポジトリ
のリビジョンの場合は、ファイル比較/マージにより、ファイルの一時コピーがローカルに作成されます。これを編集し
て、別のファイル名でローカルに保存することもできます。
関連概念
ファイル比較/マージの概要
関連手順
ファイルを比較およびマージする
ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する
旧リビジョンのファイル内容を比較する
2 つのローカル ファイルを比較する
フォルダを比較する
ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする
フォルダをマージする
画像を比較する
ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する
ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
比較レポートとマージ レポートをカスタマイズする
ファイル比較/マージ オプションを設定する
関連参照
ファイル比較/マージのオプション
ファイル比較/マージのキーボード ショートカット
ファイル比較/マージのアクション
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ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
この手順では、ファイル比較/マージ セッションから差分レポートを生成する方法を説明します。 ここでは、比較/マージ セ
ッションを実行しており、コミットしセッションを閉じる前に変更についてのレポートを生成すると仮定します。

ファイル比較/マージからレポートを生成するには：
1

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

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

2

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

3

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

4

生成 をクリックしてレポートをプレビューします。

5

保存 をクリックして、レポートの保存先を参照します。
選択したトランスフォーマの出力タイプ（フォーマット）で有効なファイル拡張子を選択し、保存 をクリックします。

6

レポート ダイアログ ボックスの 閉じる をクリックします。

注: ユーザーのレポートを印刷するには、適切なアプリケーション（テキスト エディタやブラウザなど）で開き、印刷します。
関連概念
ファイル比較/マージの概要
関連手順
ファイルを比較およびマージする
ファイル比較/マージ オプションを設定する
ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する
ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する
ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する
ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする
フォルダをマージする
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ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する
ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する場合は、ファイル比較/マージ ウィンドウから編集したファイルを保存
できます。またはファイル比較/マージを終了するときに編集内容を保存するか確認画面が表示されます。

ファイル比較/マージで変更したファイルを保存するには：
1

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

2

次のいずれかの方法で変更したファイルを保存します。

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

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

♦ ファイル

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

存します。

♦ ファイル

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

♦ ファイル

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

注: StarTeam リポジトリからファイル リビジョンの一時コピーを編集する場合は、別の場所に新しい名前でファイルを明示
的に保存しない限り、ファイル比較/マージによりファイルに新しい名前が割り当てられ、ユーザーのローカル ホーム
フォルダの temp フォルダに保存されます。 命名規則は、star という語に数字が続きます（star23276.xml など）。 フ
ァイルの拡張子は、元のファイルと同じままです。
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関連概念
ファイル比較/マージの概要
関連手順
ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する
旧リビジョンのファイル内容を比較する
2 つのローカル ファイルを比較する
フォルダを比較する
ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする
フォルダをマージする
画像を比較する
ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する
ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
比較レポートとマージ レポートをカスタマイズする
ファイル比較/マージ オプションを設定する
関連参照
ファイル比較/マージのオプション
ファイル比較/マージのキーボード ショートカット
ファイル比較/マージのアクション
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ファイル比較/マージ オプションを設定する
ファイル比較/マージ オプションを使用して、動作と画面表示を構成できます。 メインおよびスタンドアロン ファイル比較/マ
ージ ウィンドウでのみオプションを設定できます。 設定可能なオプションは、使用しているファイル比較/マージのバージョ
ンで変わります。 たとえば、クライアントのメイン ファイル比較/マージを使用している場合は、フォルダ オプションは利用で
きません。これはこのバージョンではフォルダの比較機能をサポートしていないからです。 スタンドアロン ファイル比較/マ
ージではすべてのオプションが利用できます。

ファイル比較/マージ オプションを設定するには：
1

ファイル比較/マージを起動します。

2

ファイル比較/マージ メニューで ツール

3

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

オプション...（CTRL+O）を選択します。

全般オプション、ファイル比較とマージ用のオプション、フォルダ比較とマージ用オプションがあります。
4

必要な変更を加えて、OK をクリックします。

注: <username>.fcm フォルダにあるユーザー設定ファイル config.properties を削除することによってオプションをデフ
ォルト値に再設定できます （たとえば、Windows の場合は C:\Documents and settings\<user home>\.fcm
\config.properties となります）。
関連概念
ファイル比較/マージの概要
関連手順
ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする
関連参照
ファイル比較/マージのオプション
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ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
この手順では、ファイル比較/マージ セッションから差分レポートを生成する方法を説明します。 ここでは、比較/マージ セ
ッションを実行しており、コミットしセッションを閉じる前に変更についてのレポートを生成すると仮定します。

ファイル比較/マージからレポートを生成するには：
1

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

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

2

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

3

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

4

生成 をクリックしてレポートをプレビューします。

5

保存 をクリックして、レポートの保存先を参照します。
選択したトランスフォーマの出力タイプ（フォーマット）で有効なファイル拡張子を選択し、保存 をクリックします。

6

レポート ダイアログ ボックスの 閉じる をクリックします。

注: ユーザーのレポートを印刷するには、適切なアプリケーション（テキスト エディタやブラウザなど）で開き、印刷します。
関連概念
ファイル比較/マージの概要
関連手順
ファイルを比較およびマージする
ファイル比較/マージ オプションを設定する
ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する
ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する
ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する
ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする
フォルダをマージする
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ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する
ファイル比較/マージ ペインでファイルを編集するには：
1

比較する 2 つのファイルに対してメインまたはスタンドアロン ファイル比較/マージ セッションを開始します。
ファイル比較/マージ ペインで 2 つのファイルの差分は、色付きの差分ブロックで表示されます。

2

編集ペインで直接テキストを変更してファイルを編集します。
標準的な編集操作や色付き差分ブロックのダイナミック編集ボタンを使います。

注: StarTeam リポジトリ内にあるファイルの実際のリビジョンは変更できません。 比較しているファイルの一方がリポジトリ
のリビジョンの場合は、ファイル比較/マージにより、ファイルの一時コピーがローカルに作成されます。これを編集し
て、別のファイル名でローカルに保存することもできます。
関連概念
ファイル比較/マージの概要
関連手順
ファイルを比較およびマージする
ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する
旧リビジョンのファイル内容を比較する
2 つのローカル ファイルを比較する
フォルダを比較する
ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする
フォルダをマージする
画像を比較する
ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する
ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
比較レポートとマージ レポートをカスタマイズする
ファイル比較/マージ オプションを設定する
関連参照
ファイル比較/マージのオプション
ファイル比較/マージのキーボード ショートカット
ファイル比較/マージのアクション
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ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する
ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する場合は、ファイル比較/マージ ウィンドウから編集したファイルを保存
できます。またはファイル比較/マージを終了するときに編集内容を保存するか確認画面が表示されます。

ファイル比較/マージで変更したファイルを保存するには：
1

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

2

次のいずれかの方法で変更したファイルを保存します。

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

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

♦ ファイル

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

存します。

♦ ファイル

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

♦ ファイル

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

注: StarTeam リポジトリからファイル リビジョンの一時コピーを編集する場合は、別の場所に新しい名前でファイルを明示
的に保存しない限り、ファイル比較/マージによりファイルに新しい名前が割り当てられ、ユーザーのローカル ホーム
フォルダの temp フォルダに保存されます。 命名規則は、star という語に数字が続きます（star23276.xml など）。 フ
ァイルの拡張子は、元のファイルと同じままです。
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フォルダをマージする
フォルダのマージは、ファイルのマージとよく似ています。違いは、ファイルの内容ではなくフォルダの内容をマージする点
です。 ただし、フォルダの 2 つのファイルに差分がある場合は、フォルダ比較ペインからそれらのファイルのファイル比較
を開くことができます。
スタンドアロン ファイル比較/マージのみで、フォルダをマージできます。

2 つのフォルダをマージするには：
1

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

2

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

3

フォルダ マージの新規作成（CTRL+SHIFT

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

各編集ペインの上にある 新しい比較を開く ボタンをクリックして、比較するフォルダを参照します。
別の方法として、新しい比較を開く ボタンの 下向き矢印 をクリックして、履歴リストからフォルダを選択する、または左
側にディレクトリの各フォルダに対するパスを入力できます。
デフォルトでは、ファイル比較/マージによりすぐに選択フォルダは比較され、ファイル比較/マージ ウィンドウの 2 つの
ペインに結果が表示されます。 ファイル比較/マージ オプション ダイアログ ボックスの 全般 と フォルダ比較 ページ
にあるこれらのデフォルト設定を変更できます。

4

オプションで、右クリックして、比較モードの切り替え を選択し、別の比較モード表示を選択します。
3 者間 比較モードのいずれかを選択した場合は、マージ ベース ファイルを表示し編集するための 3 番目のペインが
表示されます。

5

編集ペインでフォルダに対して直接必要な変更を行います。 1 つのペインから他のペインにフォルダを移動、コピーで
き、削除もできます。その後、ユーザーの変更をコミットするかどうか確認メッセージが表示されます。
ツールバーとコンテキストメニューはフォルダ比較/マージとファイル比較/マージで異なります。 フォルダ比較の場
合、ファイルとフォルダを左または右に移動やコピーする、右または左ペインからファイルやフォルダを削除するアイテ
ム、ツリー ノードの展開/折りたたみ用複数オプションがあります。

6

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

7

オプションで、一方のペインで右クリックし、レポートの生成 を選択します。
レポートを印刷するには、ファイル
注:

8

印刷... を選択します。

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

完了したら、ツールバーの 変更をディスクに保存（チェック マーク）をクリックして、変更を保存します。
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フォルダを比較する
スタンドアロン ファイル比較/マージで、ユーザーのコンピュータのフォルダを比較し再構築できます。 フォルダ比較からフ
ァイルを比較することもできます。 全般 オプション設定を変更していない場合は、フォルダを選択するとすぐ、ファイル比
較/マージにより、自動的に比較が開始されます。
ファイル比較/マージには、コンテキストメニューまたはツールバーがあり、編集ペインで必要な、よく使用される操作に対応
しています。 詳細は、下の参照リンクにある「ファイル比較/マージ動作の表」に説明されています。

2 つのフォルダを比較するには：
1

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

2

ファイル

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

3

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

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

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

デフォルトでは、ファイル比較/マージによりすぐに選択フォルダは比較され、ファイル比較/マージ ウィンドウの 2 つの
ペインに結果が表示されます。 ファイル比較/マージ オプション ダイアログ ボックスの 全般 と フォルダ比較 ページ
にあるこれらのデフォルト設定を変更できます。
4

オプションで、右クリックして、比較モードの切り替え を選択し、別の比較モード表示を選択します。
3 者間 比較モードのいずれかを選択した場合は、3 番目のペインが表示されます。

5

編集ペインでフォルダに対して直接必要な変更を行います。 1 つのペインから他のペインにフォルダを移動、コピーで
き、削除もできます。その後、ユーザーの変更をコミットするかどうか確認メッセージが表示されます。
比較するフォルダにある個別のファイルに差分がある場合は、フォルダ比較ペインからファイル比較を開始することも
できます。 フォルダ比較ペインのフォルダにあるファイルをダブルクリックする、または選択して、ツールバーの 新しい
比較を開く をクリックします。 新しいファイル比較ペインが開き、ユーザーの変更を編集、マージ、保存できる 2 つの
ファイルの内容が表示されます。

ファイル比較/マージにより、2 つのフォルダの差分が強調表示されます。ペイン間で対応する差分には色が付いていて、
線で結ばれています。
ヒント: ファイル比較/マージ メイン メニューで ファイル フォルダ比較の新規作成 を選択する、または CTRL+N を押すこと
によって、追加のフォルダ比較ウィンドウを開くことができます。
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ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする
ファイル比較/マージを使用してローカル作業ファイルの内容と StarTeam にあるファイルのチップ リビジョンをマージでき
ます。 たとえば、作業フォルダ内のファイルは変更されているが、チップ（最新）リビジョンに基づいたものではない場合は、
マージ ステータスとマークされます。 このステータスが発生するのは通常、2 人のユーザーが 1 つのファイルを別々に操
作し、一方のユーザーがもう一方より先にチェックインした場合です。 他のユーザーの編集内容を失わずに自分の編集内
容をチェックインするには、ファイルの内容を比較し、ファイル間の差分を調整し、1 つのファイルに内容をマージします。

ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージするには：
1

ファイル ステータスが マージ または 不明 である StarTeam のファイルを選択して、ファイル
択します。

チェックアウト... を選

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

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

3

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

次の（複数の）方法でファイルの内容を編集やマージします。

♦ 自動マージの実行：ファイル比較/マージ ペインで右クリックし、非競合部分の自動マージ または 完全自動マー

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

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

♦ 色付き差分ブロックの右上隅にあるボタンで右ペインから左ペインにテキストをコピーします。 色付きの差分ブ

ロックにマウスのカーソルを移動したときにダイナミックにこれらのボタンは表示されます。 中央ペインにコピー
するために特定のテキストを選択しない場合は、ファイル比較/マージは、テキストの強調表示ブロック全体をコ
ピーします。
注:

4

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

オプションで、一方のペインで右クリックし、レポートの生成 を選択します。
レポートを印刷するには、ファイル
注:

5

印刷... を選択します。

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

マージ結果に問題がなければ、ファイル

終了 を選択します。

ファイル比較/マージが閉じて、StarTeam のファイル ステータスが 変更済み に更新されます。
6

オプションで、変更したファイルをテストして、問題がないか確認します。

7

ファイルをチェックインします。
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ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する
ローカル ファイルとリポジトリ内のリビジョンを比較するには：
1

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

2

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

選択ファイルを右クリックして 内容の比較 を選択します。
ファイル比較/マージ セッションが別のウィンドウで開き、それぞれの編集ペインにファイルが表示されます。

3

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

4

編集ペインでファイルに対して直接必要な編集を行います。

ヒント: 組み込み 比較 ペインを使用してすばやく 2 つのファイルを比較することもできます。StarTeam の 2 つのファイル
を選択して、ツール 比較 を選択します。組み込み 比較 ペインではファイルを表示できますが、編集することはで
きません。
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文字エンコードをファイルに適用する
デフォルトでは、ファイル比較/マージでファイルを開くと、ロードしたファイルに対してシステム依存のデフォルト エンコード
が使用されます。 ファイル文字セット エンコードは、ステータス バー の 2 つまたは 3 つのボックス（各ペインに 1 つ）に表
示されます。 最初は、ファイルを開くと 3 つのボックスにテキスト Enc:デフォルト が表示されます。 ファイル比較/マージ ペ
インで各ファイルのエンコードを変更できます。

文字エンコードをファイルに適用するには：
1

変更するファイルを含むペインに対応しているファイル比較/マージ ステータス バー の文字セット エンコード ボックス
をクリックします。
文字セットの選択 ダイアログ ボックスが開き、文字セットのリストが表示されます。

2

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

3

文字セットの選択 ダイアログ ボックスを閉じます。
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旧リビジョンのファイル内容を比較する
可能なのは、旧リビジョン ファイルの内容を比較するだけです（StarTeam クライアントのメインまたは組み込みファイル比
較/マージを使用）。ファイルの旧リビジョンを編集できません。

リポジトリ内にある 2 つの旧リビジョンの内容を比較するには：
1

履歴 タブをクリックし、比較する 2 つのリビジョンを選択します。

2

ツール

比較 を選択します。

StarTeam ウィンドウの一番下に 2 つのファイルの内容が表示された組み込み比較ペインが開きます。
注: 2 つの非ファイル アイテム（変更要求など）のプロパティや非ファイル アイテムの 2 つのリビジョンも比較できます。2
つの非ファイル アイテムを選択して、ツール 比較 を選択します。ウィンドウの一番下に、組み込みの 2 ペインの比
較ビューが開き、2 つの選択アイテムのプロパティが表示されます。
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ファイルを比較およびマージする
ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する
2 つのローカル ファイルを比較する
ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
比較レポートとマージ レポートをカスタマイズする
ファイル比較/マージ オプションを設定する
関連参照
ファイル比較/マージのオプション
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画像を比較する
スタンドアロン ファイル比較/マージでユーザーのコンピュータにある 2 つの画像を比較できます。 ファイルを直接編集で
きませんが、1 つの画像の内容を別の画像の内容と交換できます。
ファイル比較/マージには、ツールバーがあり、そこから編集ペイン表示を制御するいくつかの共通操作ができます。 ズー
ム インとズーム アウト、ファイルの移動用の画像比較ツールも含まれます。

2 つの画像を比較するには：
1

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

2

ファイル

3

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

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

注:

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

4

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

5

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

6

(省略可能）画像比較ペインの一番上にある二重左矢印または二重右矢印で画像を置き換えます。
置換元の画像の内容により、置換先の画像の内容が置き換わります。ファイル名は変わりません。

7

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

ヒント: ファイル比較/マージ メイン メニューで ファイル 画像比較の新規作成 を選択する、または CTRL+ALT+N を押すこ
とによって、追加の画像比較ウィンドウを開くことができます。
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関連概念
ファイル比較/マージの概要
ファイル比較/マージ（FCM）の UI
関連手順
ファイルを比較およびマージする
ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する
旧リビジョンのファイル内容を比較する
2 つのローカル ファイルを比較する
ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する
ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する
フォルダを比較する
ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする
フォルダをマージする
ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
比較レポートとマージ レポートをカスタマイズする
ファイル比較/マージ オプションを設定する
関連参照
ファイル比較/マージのオプション
ファイル比較/マージのキーボード ショートカット
ファイル比較/マージのアクション
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フォルダとアイテムで作業する
このセクションでは、フォルダとアイテムでの作業に関連する手順を説明します。
このセクションの内容
StarTeam からローカル フォルダを開く
StarTeam クライアント内からローカル フォルダを開く手順を説明します。
2 つの非ファイル アイテムのプロパティを比較する
2 つの非ファイル アイテムのプロパティを比較する方法を説明します。
EOL 文字を制御する
EOL 変換をフォルダに対して有効にするか制御する方法を説明します。
アイテムのプロパティを表示または変更する
標準プロパティ ダイアログ ボックスでアイテムのプロパティを表示または変更する方法を説明します。
アイテムのプロパティを電子メールで送信する
アイテムのプロパティを別のチーム メンバに電子メールで送信する方法を説明します。
アイテムの詳細を表示する
下部ペインにアイテムの詳細を表示する方法を説明します。
アイテムをロックおよびロック解除する
アイテムをロックおよびロック解除する方法を説明します。
アイテムを既読または未読としてマーク付けする
アイテムに既読または未読のフラグを付ける方法を説明します。
アイテムを検索する
フィールド内容を使用してアイテムを検索する方法を説明します。
タブ変更時にフォルダの選択を復元する
フォルダの選択を制御する方法を説明します。
データをソートおよび分類する
データをソートおよび分類する方法を説明します。
ビューのデフォルトおよび代替作業フォルダを変更する
ビューのデフォルトおよび代替作業フォルダを変更する方法について説明します。
ファイル名を変更する
StarTeam でファイル名を変更する処理を説明します。
フォルダおよびファイルを非表示にする
フォルダやファイルをビューで表示されないようにする方法を説明します。
フォルダとアイテムの名前および説明を変更する
フォルダやアイテムの名前と説明を変更する手順を説明します。
フォルダとアイテムを削除する
フォルダとアイテムを削除および名前を変更するための手順を説明します。
フォルダとアイテムを構成（ロールバック）する
フォルダまたはアイテムを、特定のビュー ラベル、プロモーション状態、または日付と時刻に構成する方法を説明
します。
フォルダまたはアイテムを共有する
同じサーバーのビュー間でフォルダとアイテムを共有する方法を説明します。
フォルダまたはアイテムを移動する
ビュー内またはビュー間でフォルダとアイテムを移動する方法を説明します。

461

フォルダをビューに追加する
新しいフォルダをビューに追加する方法を説明します。
フォルダをマージする
フォルダの内容をマージする方法を説明します。
プロジェクトからのファイルおよびフォルダを除外する
プロジェクトからファイルおよびフォルダを除外する方法を説明します。
ラベルをアイテムに添付する
アイテムの新しいリビジョン ラベルを作成、アイテム リビジョンの添付されたすべてのラベルを表示、アイテム リビ
ジョンから別のリビジョンにラベル リビジョンを移動する方法を説明します。
ラベルをフォルダに添付する
ラベルをフォルダに添付する方法を説明します。
リンク アイテムのプロパティをカスタマイズする
リンクからアイテムのプロパティを変更する方法を説明します。
レポートを作成する
レポートを作成する方法を説明します。
作業フォルダを作成する
StarTeam ビューの作業フォルダを変更および作成する方法を説明します。
内部または外部からアイテムをリンクする
同じビュー内にあるフォルダおよびアイテムの両方を内部的にリンクする方法、もしくは、2 つの異なるサーバーま
たは構成上にあるアイテムを外部的にリンクする方法について、説明します。
別のビューで参照アイテムを選択する
異なるビューで参照アイテムを開く方法を説明します。
前のファイル リビジョンを表示する
前のファイル リビジョンを表示する方法を説明します。
場所の参照を表示する
フォルダまたはアイテムの場所の参照を表示する方法を説明します。
関心のあるアイテムを強調表示する
関心のあるアイテムにフラグを付ける方法を説明します。
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StarTeam からローカル フォルダを開く
次の手順では、StarTeam 内からファイル ブラウザのローカル フォルダをすばやく開く方法を説明します。つまりファイルと
フォルダに関する基本管理タスクを実行できます。

StarTeam で選択したフォルダからローカル フォルダを開くには：
1

StarTeam で、開くフォルダを 1 つから 5 つ選択します。
左側のフォルダ階層ツリーで 1 つのフォルダを、または上部ペインの フォルダ タブで 5 つまでのフォルダを選択でき
ます。

2

選択したフォルダを右クリックし、ローカル フォルダを開く を選択します。

選択したフォルダに対応するディスク上のそれぞれの位置（フォルダ）が Windows エクスプローラ で開きます。 ステータス
が 作業ファイルなし のフォルダを除く（ローカル フォルダが存在しないため）すべてのフォルダで実行できます。

StarTeam で選択したファイルからローカル フォルダを開くには：
1

上部ペインの ファイル タブで、1 つから 5 つまでのファイルを選択します。

2

ファイル

コンテナ フォルダを開く を選択します。

選択したファイルが内部に存在するそれぞれのフォルダが Windows エクスプローラ で開きます。 ステータスが 作業
ファイルなし のフォルダを除く（ローカル フォルダが存在しないため）すべてのフォルダで実行できます。

関連概念
フォルダ
ファイル
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
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2 つの非ファイル アイテムのプロパティを比較する
2 つの非ファイル アイテムのプロパティ、または同じアイテムの 2 つのリビジョンを比較するには：
1

プロパティを比較する 2 つの非ファイル アイテム（2 つの変更要求など）を 上部 ペインで選択するか、履歴 ペインで
同じ変更要求の 2 つのリビジョンを選択します。

2

メイン メニューから ツール

比較 を選択します。

ウィンドウの一番下に、組み込みの比較ペインが開き、2 つの選択アイテムのプロパティが表示されます。ここで可能なの
は、プロパティの表示だけです。プロパティを変更できません。
関連概念
ファイル比較/マージの概要
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EOL 文字を制御する
EOL 設定とパスの大文字/小文字設定を、行うとしているファイル チェックアウト操作で有効にするか指定できます。

EOL 設定を制御するには：
1

ツール

2

チェックアウト操作の場合に EOL を自動的に変換する チェックボックスをオンにする、またはオフにします。

3

適切なラジオ ボタンをクリックして、Windows、Unix、または Mac のいずれの上で作業しているかを指定します。

個人用オプション... を選択し、ファイル タブを選択します。

関連概念
個人用オプション
関連手順
個人用オプションをカスタマイズする
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アイテムのプロパティを表示または変更する
ここでは、標準のプロパティ ダイアログを使用してアイテムのプロパティを編集する方法を説明します。 ユーザーのチーム
でのセットアップ形態によっては、代替プロパティ エディタ（APE）というまったく異なったダイアログ ボックスを使用する場合
があります。
アイテムのプロパティを変更するたびに、そのアイテムの新しいリビジョンが作成されます。 プロパティを変更する場合は、
リビジョン コメント タブを使用して、変更理由を説明するリビジョン コメントも作成しなければなりません。

アイテムのプロパティを表示または変更するには：
1

フォルダ階層ツリーからフォルダを選択、または上部ペインからコンポーネント タブの 1 つをクリックし、アイテムを選
択します。

2

次のいずれかを行います。

♦ フォルダやアイテムを右クリックし、プロパティ... を選択します。
♦ 下部ペインの 参照 ペインのアイテムを右クリックして、アイテムのプロパティ... を選択します。
♦ プロパティ ツールバー ボタンをクリックします。
3

アイテムに対応する表示された プロパティ ダイアログ ボックスのプロパティ フィールドを変更してから、OK をクリック
します。

ヒント: 次のオプションを CPC の stjava ファイルに追加することにより、強制的に、Java に Windows ファイルのプロパティ
をキャッシュさせないこともできます： -Dsun.io.useCanonCaches=false。

関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
アイテムのプロパティを表示または変更する
関連参照
要求変更プロパティ
ファイルのプロパティ
フォルダ プロパティ
要件プロパティ
タスクのプロパティ
トピック プロパティ
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アイテムのプロパティを電子メールで送信する
選択されたアイテム（ファイルを除く）のテキスト データを、さらにテキストを追加して、電子メール メッセージとして送信でき
ます。 各アイテムについて送信される情報には、上部ペインに表示されているフィールドが含まれます。 変更要求などの
アイテムでは、そのアイテムのプロパティ（つまりそのアイテムの内容）が電子メールで送信されます。 ファイルの場合、プ
ロパティのみを送信できます。 ただし、アイテムのショートカットを含めることができます。
アイテムは、ユーザーではなく、アプリケーションから送信されます。 つまり、場合により自分自身を宛先に追加する必要が
あります。 追加しないと、そのメッセージを受信できません。
注: クライアントでフィルタを設定し、アイテムを電子メールで送信する場合、フィルタで表示されているフィールドのみが受
信者に送信されます。

アイテムのプロパティを電子メールで送信するには：
1

フォルダ階層からフォルダを選択し、コンポーネント タブをクリックして、上部ペインからアイテムを選択します。

2

次のいずれかを行います。

♦ ツールバーにある メールで送信 ボタンをクリックします。 （ファイル コンポーネントが選択されている場合、この
ボタンは現れません。）

♦ 選択アイテムを右クリックし、メールで送信... を選択します。
宛先 ダイアログ ボックスが開きます。
3

宛先 または CC をクリックすると、メールの主な受信者またはメールの二次的な受信者を選択するダイアログ ボック
スが開きます。
チーム メンバ名を 利用可能なユーザー から 選択されたユーザー リストに移動してメールの受信者を選択して、OK
をクリックします。

4

件名 を入力します。

5

オプションで、電子メールのコピーを受信する場合は、自分自身にコピーを送信する チェックボックスをオンにします。

6

オプションで、この特定アイテムのショートカットを電子メールに追加するには、アイテムのショートカットを添付する チ
ェックボックスをオンにします。

7

メール メッセージにテキストを追加 テキスト ボックスに追加情報を入力します。

8

OK をクリックして、メッセージを送信します。

自動電子メール通知とは異なり、このメッセージの件名の行に "通知" の文字は表示されません。
注: ユーザーが送信する電子メール メッセージと、サーバーによって自動的に送信される電子メール通知メッセージを混
同しないでください。 管理者が電子メール通知を有効に設定している場合は、自分が責任を持っているアイテムや受
信者として登録されているトピックに関する情報を通知する電子メール メッセージが自動的に受信されます。
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関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
プロパティで作業する
旧リビジョンのファイル内容を比較する
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
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アイテムの詳細を表示する
下部ペインの 詳細 タブでアイテムの詳細をすぐに表示できます。 [詳細] ペインには、アイテムの詳細とその値が 2 列の
リストで表示されます。
ファイル、変更要求、フォルダ、および監査アイテムの 詳細 ペインに表示されるプロパティは、ユーザーが上部ペインで表
示するように選択したフィールドやコンポーネント タブに対して使用するフィルタによって決まります。

アイテムの詳細を表示するには：
1

上部ペインでコンポーネント タブをクリックします。

2

上部ペインからアイテムを 1 つ選択します

3

下部ペインの 詳細 タブをクリックします。

関連手順
追加フィールドを表示する
事前定義フィルタを適用する
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アイテムをロックおよびロック解除する
ファイル内容の変更や、アイテム プロパティの編集を行う前に、そのファイルまたはアイテムを排他的にロックする必要が
あります。 これによって、変更する予定であることが他のチーム メンバに通知されます。 ファイル、変更要求、要件、タス
ク、トピックはすべて、ロックすることが可能です。
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。 任意の種類のアイテムのロックとロック解除を、別々の操作として実行できます。 また、ファイルのロックとロッ
ク解除は、チェックインおよびチェックアウト処理の一部として実行することもできます。
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。 通
常は、タイトル バーに 読み取り専用 の文字と、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。

ツールバーを使用してアイテムをロックするには：
1

上部ペインで（複数の）アイテムを選択します。

2

ツールバーにある ロック ボタンをクリックします。

選択されたアイテムが排他的にロックされ、そのアイテムをロックしているユーザーとして自分の名前が一覧表示されま
す。

メニューを使用してアイテムをロックするには：
1

左側のフォルダ階層ツリーからフォルダを選択します。

2

上部ペインでコンポーネント タブ（監査 を除く）をクリックします （監査アイテムはロックできません）。

3

上部ペインでアイテムを右クリックし、ロック/ロック解除... を選択します。
自分のロック ステータスの設定 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： 選択されたアイテムに関する排他的または非排他的ロックを解除します。
♦ 排他的： 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（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）。

♦ 非排他的： 自分がそのアイテムに関して作業しており、変更を加える可能性があることを示します（ファイル以外
のアイテムにはお勧めできません）。

5

オプションで、既存ロックの強制解除 チェックボックスをオンにすると、アイテムに関する他のチーム メンバのロックを
強制解除します。
電子メールが有効になっている場合は、StarTeam から、ロックが強制解除されたチーム メンバにそのことを知らせる
電子メール メッセージが送信されます。
注:

他のチーム メンバのロックを強制解除できる適切な特権が許可されている必要があります。

アイテムをロック解除するには：
1

ロックされたアイテムを選択します。

2

ツールバーにある ロック解除 ボタンをクリックします。
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関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
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アイテムを既読または未読としてマーク付けする
アイテムの担当ユーザーである、またはトピックの受信者である場合、まだ読んでいない変更要求、要件、タスク、およびト
ピックが太字で表示されます。 アイテム プロパティの確認が終了すると、太字は通常のフォントに置き換わります。
特定の主題に関するすべてのアイテムを再度読むには、すべてのアイテムを未読にマーク付けして漏れがないようにする
方法が有効です。 また、要件、タスク、またはトピックのツリー全体を未読にマーク付けすることもできます。

特定のアイテムを既読または未読にマーク付けするには：
1

フォルダの階層ツリーからフォルダを選択します。

2

変更要求、要件、タスク、または トピック タブをクリックします。

3

上部ペインで太字（未読）または通常フォント（既読）にする（複数の）アイテムを選択します。

4

選択したアイテムを右クリックして、未読としてマーク または 既読としてマーク を選択します。
アイテムが指定されたとおりにマーク付けされ、フォントもそれに従って変更されます。

関連手順
フォルダとアイテムで作業する
変更要求で作業する
トピックを使用する
タスクを利用する
要件を使用する
プロパティで作業する
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アイテムを検索する
上部ペインに表示されているすべてのアイテムについて、表示された任意のフィールドに格納されているデータを検索でき
ます。 たとえば、変更要求をその番号によって見つけたり、特定の名前、ステータス、タイム スタンプ、サイズなどでファイ
ルを検索できます。
表示されていないフィールドを検索する場合は、上部ペインの列見出しを右クリックし、フィールドコンテキストから フィール
ドの表示... を選択します。対象のフィールドを選択して、追加 をクリックします。

アイテムを検索するには：
1

フォルダの階層ツリーからフォルダを選択します。

2

上部ペインでコンポーネント タブをクリックします。

3

上部ペインで右クリックし、検索... を選択します。
検索 ダイアログ ボックスが開きます。

4

検索する文字列 テキスト ボックスに、データの一部または全体を入力します。
ワイルドカードは使用しないでください。

5

上部ペインを上から下に検索するには 前方へ検索 を、上部ペインを下から上に検索するには 後方へ検索 を選択し
ます。

6

現在選択されているアイテムから検索を始めるには 現在選択されているアイテム を、上部ペインの先頭のアイテム
から検索するには 最初のアイテム を選択します。

7

表示されているすべてのフィールド または このフィールド のどちらかを選択します。 このフィールド を選択した場合
は、検索するフィールドをドロップダウン リスト ボックスから選択します。

8

大文字と小文字を区別するのが適切な場合は、大文字と小文字を区別する チェック ボックスをオンにします。

9

検索 をクリックして検索を開始します。

ヒント: CTRL+F を押すと、検索が開始されます。 F3 で検索テキストに一致する次のアイテムを検索する、SHIFT+F3 で検索
テキストに一致する前のアイテムを検索します。

関連手順
フォルダとアイテムで作業する
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タブ変更時にフォルダの選択を復元する
StarTeam では、右上のペインで新しいコンポーネントタブをクリックした場合、フォルダ階層から現在選択されているフォル
ダをそのまま選択状態にしておくか、ルート フォルダを新たに選択状態にするかを、ユーザーが選ぶことができます。

タブ変更後に表示されるフォルダを制御するには：
1

ツール

2

ワークスペース タブを選択します。

3

次のいずれかを行います。

個人用オプション... を選択して、個人用オプション ダイアログ ボックスを開きます。

♦ コンポーネント タブが変わっても現在選択されているフォルダをそのまま選択状態にしておく場合は、タブ変更
時にフォルダの選択を復元する チェック ボックスをオンにします。

♦ コンポーネント タブが変更されるたびにルート フォルダを選択する場合は、タブ変更時にフォルダの選択を復元
する チェック ボックスをオフにします。

4

OK をクリックします。

関連概念
フォルダ
個人用オプション
関連手順
フォルダをビューに追加する
アイテムのプロパティを表示または変更する
ラベルをフォルダに添付する
フォルダまたはアイテムを移動する
ラベルをアイテムに添付する
フォルダとアイテムを削除する
ビューのデフォルトおよび代替作業フォルダを変更する
フォルダとアイテムを構成（ロールバック）する
アイテムをロックおよびロック解除する
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データをソートおよび分類する
上部ペインで一次ソート（1 列に基づいて）を実行する、または 4 次までの複雑なソートを実行するか選択できます。

1 列で一次ソートを実行するには：
1

ソートまたは分類するデータがあるビューを開きます。

2

列見出しをクリックすると、上部ペインに表示されているデータがその列の値に基づいてソートされます。
ソートはデータの種類に応じて、数値、文字、内部的な順序、または内部キーの昇順で行われます。

3

列見出しを再びクリックすると、ソート順が反転します。

ソートされた列の見出しには三角形のマークが表示されます。 上向きの三角形は昇順のソートを示し、下向きは降順のソ
ートを示します。
注: リンク タブが選択されているときは、下部ペインでデータをソートすることもできます。

最大 4 個までの基準を指定してソートを実行するには：
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 ソートと分類... を選択します。
♦ 上部ペインで右クリックし、コンテキスト メニューから フィルタ

ソートと分類... を選択します。

ソートと分類 ダイアログ ボックスに 4 つのグループ ボックスが表示されます。各グループの位置は、その上のグルー
プよりも少しずつ右にずれています。 最初のグループでは、最優先のソート基準を指定します。以下の各グループで
は 2 番目以降のソート基準を順次指定します。
2

オプションで、最初の基準 および 次の基準 の各グループのドロップダウン リストにすべてのフィールドを表示するに
は、ダイアログ最下部の 詳細フィールドを表示する チェック ボックスをオンにします。 あまり使用されない一部のフィ
ールドは詳細フィールド扱いになっています。

3

最初の基準 ドロップダウン リストからフィールドを選択します。
アイテムの分類を行っている場合、フィールドを上部ペインに表示する必要はありません。 アイテムの分類を行ってい
ない場合、表示されないフィールドを基準にアイテムをソートできますが、あるグループがどこで終了して次のグループ
が始まるかを見分けることはできません。

4

昇順 または 降順 オプションを選択します。 デフォルト設定は昇順です。

5

このフィールド内で同じ値を持つ複数のアイテムを分類するには、これを基準に分類する チェック ボックスをオンにし
ます。
追加のソートオプションを選択しない場合、テキスト フィールドは ASCII 順でソートされます。 列挙型フィールドおよび
ユーザー ID フィールドは、内部的な順序または内部キーによってソートされます。 つまり、列挙型フィールドはそのフ
ィールドの作成者がフィールドに付与した順序に従ってソートされます。ユーザー ID フィールドはフィールドが作成され
た順にソートされます。 数値型および日付/時間型のフィールドについては、[ソートのオプション...] ボタンは無効にな
っています。

6

オプションで、より詳細なソート基準を設定するには、ソートのオプション... をクリックします。 ソートのオプション ダイア
ログ ボックスが表示されます。

♦ 列挙型フィールドおよびユーザー ID フィールドを、フィールドがとりうる値の名前によってソートするには、テキス
トとして を選択します。 テキスト フィールドの場合、テキストとして 以外は選択できません。

♦ アルファベット順にソートするには、大文字と小文字を区別する チェック ボックスをオフにします。ASCII 順でソ
ートする（大文字が小文字に優先する）には、このチェック ボックスをオンにします。
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7

必要に応じて 次の基準 ボックスで二次や以降のソートを追加します。

関連概念
Cross-Platform Client の概要
追加フィールドを表示する
関連手順
データをフィルタリングする
フィルタを作成する
クエリを作成する
レポートを作成する
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ビューのデフォルトおよび代替作業フォルダを変更する
デフォルト作業フォルダ を変更する前に、全員がサーバーがからログオフしており、サーバーがロックされていることを確認
してください。 カスタム フィールドを変更する場合や、すべてのユーザーに影響を与えるその他の作業を行うのと同様、上
記を行うことは重要です。
デフォルト作業フォルダ を変更すると、作業フォルダのパスだけでなく、ビューの各子フォルダに対するパスも同様に変更
される場合があります。これは、変更したユーザーだけでなく、同じビューを使用するすべてのユーザーに影響を与えま
す。
警告: プロジェクト管理者ではない場合は、デフォルト作業フォルダ を変更しないでください。 これらのデフォルト設定はす
べてのユーザーに影響し、設定が正しくないと別のユーザーが StarTeam ファイルをチェックアウトできなくなりま
す。 デフォルト設定ではフォルダの名前のみ設定する必要があります。 デフォルト作業フォルダ パス以外の場所を
作業フォルダとして使用する場合は、代替作業フォルダ パスを指定します。

作業フォルダの変更するには：
1

ビュー

2

名前 タブを選択します。

3

次のいずれかを行います。

プロパティ... を選択して、ビューのプロパティ ダイアログ ボックスを開きます。

♦ 代替 を選択してユーザー専用の別の作業フォルダを作成します。
♦ プロジェクト管理者の場合は、デフォルト を選択してすべてのユーザー用のデフォルト リポジトリ パスを指定し
ます。

4

新しい作業フォルダに対するパスを入力または参照して指定します。 パスを参照した場合は絶対パスになります。 た
だし、このパスは変更することができ、異なるドライブ文字を使用するコンピュータも使用できます。
注:

デフォルトの作業フォルダ は、ユーザーのワークステーション上のドライブや共有ファイル サーバ
ー上の個人用ディレクトリなど、ユーザーごとに物理的に別々の場所を指していることが重要です。

関連概念
ビューの概要
デフォルト作業フォルダと代替作業フォルダの理解
ビューの適切な使用
分岐オプションの概要
アイテムの分岐動作
関連手順
ビューを管理する
ビューを作成および構成する
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ファイル名を変更する
プロジェクトのファイル名を変更する場合は、StarTeam 内で名前を変更しなければなりません。 これによって、そのファイ
ルに関連付けられたプロパティ（履歴やリンクなど）が維持されます。 ただし、ビューやアイテムを、名前を変更する前の構
成までロール バックしても、古い名前は復元されません。 これによって、問題が生じる場合があります。 たとえば、以前の
ビルドやリリースのセットアップ スクリプトが、古い名前を使っているために失敗する場合です。
アプリケーションの外（Windows エクスプローラなど）でファイルの名前を変更すると、アプリケーションはそのファイルを新し
いファイルと見なします。 そのファイルを新しい名前で追加した場合、そのファイルには、元のファイルの履歴、リンク、その
他のプロパティは引き継がれません。

ファイル名を変更するには：
1

上部ペインで名前を変更するファイルを選択します。

2

次のいずれかを行います。

♦ ファイル

プロパティ... を選択します。

♦ 選択したファイルを右クリックし、プロパティ... を選択します。
♦ プロパティ ツールバー ボタンをクリックします。
3

ファイル<名前>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスの 全般 タブをクリックします。

4

名前 を変更し、OK をクリックします。

StarTeam により StarTeam リポジトリと作業フォルダ内でファイル名が変更されます。
関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
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フォルダおよびファイルを非表示にする
フォルダ<名前>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスを使用すると、可視 プロパティを設定してフォルダや内部のファイル
を表示対象から除外することができます。

フォルダを非表示にするには：
1

以下のいずれかの操作を実行して、フォルダ<名前>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスを開きます。

♦ フォルダ タブのフォルダをダブルクリックします。
♦ フォルダ ツリー でフォルダを右クリックし、プロパティ... を選択します。
2

フォルダ<名前>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスで 名前 タブを選択し、可視 チェックボックスをオフにし、フォル
ダと内部のファイルを非表示にします。

3

OK をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。これで、フォルダのプロパティが保存されます。

注: フォルダを再び表示するには、フォルダ<名前>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスの 可視 チェックボックスをオン
にします。
関連概念
フォルダとパスの概要
ファイル
フォルダ
関連手順
プロジェクトからのファイルおよびフォルダを除外する
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
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フォルダとアイテムの名前および説明を変更する
フォルダやアイテムの名前や説明を変更するには：
1

フォルダ ツリー からフォルダを選択するか、または上部ペインからアイテムを選択します。

2

選択したフォルダやアイテムを右クリックし、プロパティ... を選択します。

3

フォルダまたはアイテムの 名前 や 説明 を変更し OK をクリックします。
フォルダまたはアイテムの名前や説明は、StarTeam リポジトリとユーザーの作業フォルダの両方で変更されます。

関連概念
フォルダ
ファイル
要件
タスク
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
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フォルダとアイテムを削除する
次の手順で、StarTeam クライアントでのフォルダとアイテムを削除する方法を説明します。 ビューまたはプロジェクトでフォ
ルダを削除することなく、ユーザーの作業フォルダを削除する方法も説明します。

StarTeam フォルダを削除するには：
1

プロジェクト ビューで削除するフォルダを選択します。
左側のフォルダ階層ツリーまたは上部ペインの フォルダ タブで選択できます。

2

選択したフォルダを右クリックし、削除 を選択します。
削除の確認を求めるダイアログ ボックスが表示されます。

3

オプションで、作業フォルダの削除 チェックボックスをオンにして、ユーザーのローカル フォルダとその内容を削除対
象に含めます。

4

はい をクリックすると、フォルダが削除されます。

StarTeam により選択フォルダと内部のすべてのファイルとサブフォルダが削除されます。

ローカル フォルダのみを削除するには：
1

プロジェクト ビューで削除するフォルダを選択します。
左側のフォルダ階層ツリーまたは上部ペインの フォルダ タブで選択できます。

2

選択したフォルダを右クリックし、ローカル フォルダの削除 を選択します。
ダイアログ ボックスが開き、選択フォルダと内部のすべてのファイルとサブフォルダを本当に削除するかどうか確認メ
ッセージが表示されます。

3

はい をクリックします。

アイテムを削除するには：
1

上部ペインで削除する（複数）アイテムを含む、次のタブをクリックします： ファイル、変更要求、要件、タスク、トピック
があります。

2

削除する（複数）アイテムを選択します。

3

選択した（複数）アイテムを右クリックし、削除 を選択します。

関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
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フォルダとアイテムを構成（ロールバック）する
個々のフォルダまたはアイテムを、特定のビュー ラベル、プロモーション状態、または日付と時刻に構成（またはロール バ
ック）できます。 基本的に、すべてのロール バックは、特定の日付と時刻に戻すように実行されます。 たとえば、ビュー ラ
ベルへのロール バックでは、基本的に、そのラベルが添付された日付と時刻に存在していたフォルダまたはアイテムのリ
ビジョンにロール バックされます。 ビューとは異なり、フォルダまたはアイテムの場合は、手動で変更されるか、フォルダま
たはアイテムが分岐するまでそのロール バック構成が保持されます。 ビューを閉じたとき、フォルダまたはアイテムは、そ
の現在の構成にすぐには戻りません。
フォルダをロール バックしても、それに関連付けられているアイテムまたは子フォルダは再構成されません。 フォルダ プロ
パティが、構成時に保持していた値にロール バックされるだけです。 フォルダの動作によっては、フォルダが読み取り専用
になる場合があり、その場合はそのプロパティを変更できません。
フォルダの構成によって、そのフォルダに収容される新しいアイテムや子フォルダが影響を受けます。 たとえば、変動分岐
ビューでは、フォルダを特定のラベル、プロモーション状態、または過去の時点に構成することによって、アイテムが特定の
フォルダには収容されないようにすることができます。 その後で、そのフォルダを変動に再構成して、親フォルダから新しい
アイテムを受け取れるように設定できます。 ただし、そのフォルダが変動構成でない期間中に親フォルダに追加されたアイ
テムは、自動的にはフォルダに格納されません。 そのフォルダは、手動で格納する必要があります。 フォルダまたはアイ
テムを特定の時点に固定して、変更できないようにするには：

♦ その構成を過去の時点に変更します。
♦ その分岐動作が無効になっているか、または 変更時に分岐 には設定されていないことを確認します。
警告: メモしておかない限り、過去の時点に構成されているフォルダを見つける方法はありません。 この機能を使用する場
合は注意が必要です。

フォルダまたはアイテムをロール バックするには：
1

次のいずれかを行います。

♦ 左側のフォルダ階層ツリーからフォルダを選択、または上部ペインから [フォルダ] タブをクリックします。
♦ 任意のタブの上部ペインで（複数の）アイテムを選択します。
2

選択したアイテムを右クリックし、詳細

動作... を選択します。

アイテムの動作 ダイアログ ボックスが表示されます。
3

構成 タブで、次の構成オプションを選択します。

♦ ラベル付きの構成： このオプションでは、指定されたビュー ラベルを含むフォルダまたはアイテムのリビジョンを
チップ リビジョンとして使用します。 既存のビュー ラベルは、作成された時刻に基づいて新しい順に一覧表示さ
れます。 ビューにラベルが定義されていない場合、このオプションは無効になります。

♦ プロモーション状態の構成： このオプションでは、選択されたプロモーション状態に割り当てられたビュー ラベル
を含むフォルダまたはアイテムのリビジョンをチップ リビジョンとして使用します。 ビューにプロモーション状態が
定義されていない場合、このオプションは無効になります。

♦ 日時を指定した構成： このオプションでは、指定された時点の直前のフォルダまたはアイテムのリビジョンをチッ

プ リビジョンとして使用します。 このデフォルトは現在の日付と時刻ですが、フォルダまたはアイテムが作成され
た時刻の後でさえあれば、過去の日付と時刻を選択することもできます。

4

OK をクリックします。
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現在のフォルダまたはアイテムの構成に戻すには：
1

次のいずれかを行います。

♦ 左側のフォルダ階層ツリーからフォルダを選択、または上部ペインから [フォルダ] タブをクリックします。
♦ 任意のタブの上部ペインで（複数の）アイテムを選択します。
2

選択したアイテムを右クリックし、詳細

動作... を選択します。

アイテムの動作 ダイアログ ボックスが表示されます。
3

構成 タブで、変動 を選択してから OK をクリックします。

ロール バックされたアイテムを識別するには：
1

上部ペインの列見出しを右クリックし、フィールドの表示... を選択します。

2

利用可能なフィールド リストから 構成日時 フィールドを選択し、追加 をクリックします。
上部ペインに 構成日時 列が表示されます。

3

構成日時 列に基づいてソートします。このフィールドに値を持つのは構成時刻が過去のアイテムであるためです。 構
成日時 がビュー ラベルの時刻に一致する場合、そのアイテムは、そのビュー ラベルか、またはそのビュー ラベルに
基づくプロモーション状態に構成されている可能性があります。
その他の関連フィールドとして、[変更時に分岐] と [分岐状態] があります。

♦ 変更時に分岐 は はい または いいえ の値で、ファイルの変更時にそのファイルが分岐するかどうかを示しま

す。 変更時に分岐 が いいえ で、構成日時 に値が存在する場合、そのアイテムは凍結されています（読み取り
専用）。

♦ 分岐状態 は、アイテムが子ビューに分岐したか、まだ分岐していなくて親ビューに含まれているか、プロジェクト
のルート ビュー内にあるか（そのため、分岐は不可）のいずれの状態にあるかを示します。 分岐状態の値は、
分岐、非分岐、ルート のいずれかです。

関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
追加フィールドを表示する
事前定義フィルタを適用する
データをフィルタリングする
アイテムのプロパティを表示または変更する
前のファイル リビジョンを表示する
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フォルダまたはアイテムを共有する
同じサーバー構成のプロジェクトに属するビュー同士であれば、フォルダやアイテム（ファイル、変更要求など）を共有でき
ます。 また、同じビュー内の 2 つの場所でフォルダやアイテムを共有することもできます。
ビューが分岐すると、すべての共有（親ビューと子ビューの共有だけではなく）は無効になります。
フォルダやアイテムの共有については次の点に留意してください。

♦ ビューを分岐するとき、同じビューでアイテム間を手動で共有すると、共有はビューの子ビューで維持されません。
♦ フォルダがビュー間で共有されると、双方のビューのユーザーは、子フォルダやその中のアイテムも含め、フォルダ内
のものにアクセスできます。

♦ 共有アイテムの動作は、原則として新しいビューの ビューで共有されるアイテムを変更時分岐に設定する プロパテ

ィで決まり、その親ビューの同プロパティには左右されません。 新しいビューが参照ビュー（すなわち、分岐不能なビ
ュー）の場合は、このプロパティがないので、共有アイテムの [変更時に分岐] 設定はその親ビューの設定で決まりま
す。

♦ 共有アイテムの [変更時に分岐] 動作は、そのアイテムが存在するフォルダに固有のものです。 そのフォルダが、

2005 Release 2 サーバー上に存在するプロジェクトにある場合、[変更時に分岐] チェックボックスは、その共有ファイ
ルに対してデフォルトでチェックされていない状態となります。 しかし、プロジェクトが 2006 または 2008 サーバー上
に存在する場合、[変更時に分岐] チェックボックスは、その共有ファイルに対してデフォルトでチェックされた状態とな
ります。

♦ タスクとトピックは分岐動作を持たないため、このビュープロパティは、これらには影響を与えません。
♦ フォルダやアイテムが共有される場合、その構成（変動構成か、ラベル、プロモーション状態、あるいは特定の日時に

基づくか）は最初、両方のビューで同一です。 ただし、どちらのビューでも構成を変更できます。つまり、共有アイテム
は双方のビューで異なることがあるのです。 共有されたフォルダやアイテムを凍結するには、それぞれの構成を特定
日時の状態に固定する必要があります。 アイテムがいったんビュー内に共有されたら、それらの分岐動作をアイテ
ムごとに変更できます。

♦ 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。

♦ 共有されたフォルダやアイテムは、以前のビューで持っていたラベルをすべて失います。 なお、ラベルはビュー間で

移動できません。 一方、新しい場所で共有フォルダまたは共有アイテムに添付されたラベルは、その共有フォルダま
たは共有アイテムが分岐しているかどうかに関係なくすべて保持されます。

同じビュー内の 2 つの場所でフォルダやアイテムを共有するには：
1

プロジェクト

2

CTRL を押しながら、共有するフォルダやアイテムをビュー内の一方の場所からもう一方にドラッグします。

開く... を選択して、プロジェクトを開く ウィザードを開きます。

この変更を行うかどうかを確認するメッセージ ボックスが表示されます。
3

はい をクリックします。

2 つの異なるビュー間でフォルダやアイテムを共有するには：
1

プロジェクト

開く... を選択して、プロジェクトを開く ウィザードを開きます。

2

プロジェクト

開く... を選択して、別のウィンドウで 2 番目のプロジェクトを開きます。

両方のプロジェクト ビューが表示されるようにウィンドウを配置します。 これを実行するには、ウィンドウ メニュー コマ
ンド（重ねて表示、上下に並べて表示 または 左右に並べて表示）を使用します。さらに必要な場合は、ウィンドウのサ
イズを変更します。
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3

CTRL を押しながら、共有するフォルダやアイテムを一方のビューからもう一方のビューにドラッグします。

この変更を行うかどうかを確認するメッセージ ボックスが表示されます。
4

はい をクリックします。

警告: Microsoft Project からエクスポートしたタスクを共有する場合は、ルート タスク以下のタスク ツリー全体を共有する
必要があります。

関連概念
フォルダ
関連手順
フォルダをビューに追加する
ラベルをフォルダに添付する
フォルダまたはアイテムを移動する
ラベルをアイテムに添付する
フォルダとアイテムを削除する
ビューのデフォルトおよび代替作業フォルダを変更する
フォルダとアイテムを構成（ロールバック）する
アイテムのプロパティを表示または変更する
アイテムをロックおよびロック解除する
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フォルダまたはアイテムを移動する
フォルダと、ファイル（「ビュー外」のファイルなど）や変更要求などのアイテムは、同じサーバー構成の 2 つのプロジェクト
ビュー間で移動できます。 フォルダを移動すると、その中のアイテム、子フォルダ、および子フォルダ内のアイテムも移動し
ます。 アイテムを別のプロジェクト ビューに移動すると、そのアイテムは新しいビューに属しますが、その動作や構成など
のプロパティは変わりません。 ただし、ラベルはビュー間で移動できないため、以前のビューで添付されていたラベルはす
べて失われます。 また、ビューを過去の時点にロール バックすると、移動したフォルダやアイテムは表示されなくなりま
す。
ビュー内でフォルダやアイテムを移動すると、分岐が行われていなければ、そのフォルダやアイテムはそのビューの子ビュ
ーまたは親ビューにコピーされます。 移動はコピーの後に削除を行う操作であり、分岐していないフォルダやアイテムの場
合、削除操作はビュー間で反映されません。 そのため、移動が行われたビューではフォルダやアイテムが新しい場所にあ
るのに対して、そのビューと親子関係にあるビューではフォルダやアイテムのコピーが 2 つ（元の場所と新しい場所）ありま
す。 これは共有と同等です。
注: フォルダやアイテムを移動すると、フォルダ レベルやアイテム レベルで設定されているアクセス権は移動後も保持され
ます。 また、場合によっては、フォルダやアイテムを別のビューに移動すると、オフになっていた 変更時に分岐 チェッ
ク ボックスがオンになることもあります。

同じビュー内でフォルダやアイテムを移動するには：
1

プロジェクト

2

ビュー内のある場所から別の場所に移動するフォルダまたはアイテムをドラッグします。

開く... を選択して、プロジェクトを開く ウィザードを開きます。

この変更を行うかどうかを確認するメッセージ ボックスが表示されます。
3

OK をクリックします。

2 つの異なるビュー間でフォルダやアイテムを移動するには：
1

プロジェクト

開く... を選択して、プロジェクトを開く ウィザードを開きます。

2

プロジェクト

開く... を選択して、別のウィンドウで 2 番目のプロジェクトを開きます。

両方のプロジェクト ビューが表示されるようにウィンドウを配置します。 これを実行するには、ウィンドウ メニュー コマ
ンド（重ねて表示、上下に並べて表示 または 左右に並べて表示）を使用します。さらに必要な場合は、ウィンドウのサ
イズを変更します。
3

ビューから別のビューに移動するフォルダまたはアイテムをドラッグします。
この変更を行うかどうかを確認するメッセージ ボックスが表示されます。

4

OK をクリックします。

警告: Microsoft Project から StarTeam にエクスポートしたタスクやサブタスクは、移動できません。
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関連概念
フォルダ
関連手順
フォルダをビューに追加する
ラベルをフォルダに添付する
フォルダまたはアイテムを共有する
ラベルをアイテムに添付する
フォルダとアイテムを削除する
ビューのデフォルトおよび代替作業フォルダを変更する
フォルダとアイテムを構成（ロールバック）する
アイテムのプロパティを表示または変更する
アイテムをロックおよびロック解除する
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フォルダをビューに追加する
新しいフォルダをビューに追加するには：
1

ビューのルート フォルダを右クリックし、新規作成... を選択し、新規フォルダ ウィザード を開きます。

2

新規フォルダ ウィザード にあるフォルダ ツリーで新しいフォルダの親フォルダを選択し、次へ > をクリックします。
新しいフォルダは選択したフォルダの子として作成され、ウィザードの フォルダ名 ページが表示されます。

3

子フォルダの名前を 254 文字以内で入力します。

4

次のいずれかを行います。

♦ 作業フォルダ テキスト ボックスを空のままにしておきます。 新しいフォルダ名とその親の作業フォルダへのパス
を使用して、作業フォルダが作成されます。

♦ 作業フォルダ テキスト ボックスに、既存の作業フォルダのパスを手入力するか選択ダイアログを使って入力しま
す。 パスを選択すると、このフォルダの作業フォルダへの絶対パスを作成します。
注:

5

このフォルダの作業フォルダを、親フォルダの作業フォルダへの相対パスにする場合には、このテ
キスト ボックスにはそのパスへの追加部分を入力します。 [参照...] からパスの選択はしないでくだ
さい。

StarTeam フォルダの説明 テキスト ボックスに、新しいフォルダについての説明を 254 文字以内で入力し、次へ > を
クリックします。
新規フォルダ ウィザード の 子フォルダ ページで、新しいフォルダの子フォルダ ボックスに新しいフォルダが表示され
ます。 作業フォルダに子フォルダがある場合、子フォルダそれぞれに対してアプリケーション フォルダを 1 つ追加しま
す。

6

次のいずれかを行います。

♦ 子フォルダを 1 つプロジェクトから除外する場合は、該当するフォルダを選択し、除外 をクリックします。
♦ 子フォルダをすべて除外する場合は、すべて除外 をクリックします。
♦ 除外したフォルダを再表示するには、フォルダをリセット をクリックします。
7

次へ > をクリックします。
新規フォルダ ウィザード の StarTeam フォルダ ページで、新しい子フォルダを持ったビューのフォルダ階層が表示さ
れます。

8

完了 をクリックします。

ビュー外のフォルダをプロジェクトに追加するには：
1

フォルダ ツリー
す。

ビュー外のフォルダを表示 を選択してクライアントでビュー外のフォルダを表示できるようにしま

フォルダ ツリー メニューで [ビュー外のフォルダを表示] にチェックが付いていると、左側のフォルダ階層と上部ペイン
の フォルダ タブで「ビュー外」のフォルダを表示できます。
2

ビューに追加する「ビュー外」の（複数）フォルダを選択します。
ヒント:

3

フォルダ タブの複数サブフォルダを CTRL を押しながらクリック、または SHIFT 押しながら矢印キ
ーをクリックして選択できます。

選択したフォルダを右クリックして ビューに追加 を選択します。
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4

ファイル タブで、フォルダで追加したばかりのファイルを選択し ファイルの追加... を選択します。

注: この操作によりユーザーは選択ファイル（および任意の「ビュー外」の親フォルダ）をプロジェクト フォルダ ツリーに追加
できます。 これは 新規フォルダ ウィザードを使用しないでフォルダを作成する代替の方法です。 作成するフォルダ
は、フォルダ名と作業フォルダ パスが同じになります。
関連概念
フォルダ
フォルダとパスの概要
関連手順
フォルダまたはアイテムを移動する
ラベルをフォルダに添付する
ラベルをアイテムに添付する
フォルダとアイテムを削除する
ビューのデフォルトおよび代替作業フォルダを変更する
アイテムのプロパティを表示または変更する
アイテムのプロパティを表示または変更する
アイテムをロックおよびロック解除する
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フォルダをマージする
フォルダのマージは、ファイルのマージとよく似ています。違いは、ファイルの内容ではなくフォルダの内容をマージする点
です。 ただし、フォルダの 2 つのファイルに差分がある場合は、フォルダ比較ペインからそれらのファイルのファイル比較
を開くことができます。
スタンドアロン ファイル比較/マージのみで、フォルダをマージできます。

2 つのフォルダをマージするには：
1

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

2

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

3

フォルダ マージの新規作成（CTRL+SHIFT

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

各編集ペインの上にある 新しい比較を開く ボタンをクリックして、比較するフォルダを参照します。
別の方法として、新しい比較を開く ボタンの 下向き矢印 をクリックして、履歴リストからフォルダを選択する、または左
側にディレクトリの各フォルダに対するパスを入力できます。
デフォルトでは、ファイル比較/マージによりすぐに選択フォルダは比較され、ファイル比較/マージ ウィンドウの 2 つの
ペインに結果が表示されます。 ファイル比較/マージ オプション ダイアログ ボックスの 全般 と フォルダ比較 ページ
にあるこれらのデフォルト設定を変更できます。

4

オプションで、右クリックして、比較モードの切り替え を選択し、別の比較モード表示を選択します。
3 者間 比較モードのいずれかを選択した場合は、マージ ベース ファイルを表示し編集するための 3 番目のペインが
表示されます。

5

編集ペインでフォルダに対して直接必要な変更を行います。 1 つのペインから他のペインにフォルダを移動、コピーで
き、削除もできます。その後、ユーザーの変更をコミットするかどうか確認メッセージが表示されます。
ツールバーとコンテキストメニューはフォルダ比較/マージとファイル比較/マージで異なります。 フォルダ比較の場
合、ファイルとフォルダを左または右に移動やコピーする、右または左ペインからファイルやフォルダを削除するアイテ
ム、ツリー ノードの展開/折りたたみ用複数オプションがあります。

6

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

7

オプションで、一方のペインで右クリックし、レポートの生成 を選択します。
レポートを印刷するには、ファイル
注:

8

印刷... を選択します。

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

完了したら、ツールバーの 変更をディスクに保存（チェック マーク）をクリックして、変更を保存します。
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関連概念
ファイル比較/マージの概要
ファイル比較/マージ（FCM）の UI
関連手順
ファイルを比較およびマージする
ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する
フォルダを比較する
画像を比較する
ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する
ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する
ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする
ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
比較レポートとマージ レポートをカスタマイズする
関連参照
ファイル比較/マージのキーボード ショートカット
ファイル比較/マージのアクション
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プロジェクトからのファイルおよびフォルダを除外する
ファイルのタイプによっては、作業フォルダには存在するものの、プロジェクトには決して追加されないものがあります。 た
とえば、ファイルを保存するたびにそのファイルの自動バックアップ コピー（.bak ファイル）を作成するアプリケーションでフ
ァイルを作成しているとします。 すると、作業フォルダには .bak ファイルが複数作成されると考えられますが、それらをチ
ェックインする必要はありません。 この場合、それらのファイルはプロジェクト ビューから除外すると良いでしょう。
除外リストを親フォルダから継承することもできます。

プロジェクトからファイルを除外するには：
1

フォルダ階層ツリーから、または上部ペインの フォルダ タブからフォルダを選択します。
注:

ビュー外のフォルダ内のファイルも除外できますが、実行するにはルート フォルダを選択する必要
があります。

2

選択したフォルダを右クリックし、プロパティ... を選択し フォルダ<名前>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスを開き
ます。

3

除外 タブを選択します。
注:

4

除外 タブでの設定は、すでにプロジェクトの一部になっているファイルには影響を与えません。

以下のいずれかを選択します。

♦ 継承した除外リストとローカル除外リストを使用する： このフォルダに設定されている除外リスト指定と親フォル

ダの除外リスト指定に一致するファイルを除外する場合。 ローカル除外リスト テキスト ボックスにファイルの指
定がまだ入力されていなければ、入力します。

♦ ローカル除外リストを使用する： このフォルダに設定されている除外リスト指定に一致するファイルを除外する場
合。 ローカル除外リスト テキスト ボックスにファイルの指定がまだ入力されていなければ、入力します。

♦ 除外リストを使用しない： すべてのファイルを含めます。
5

ファイルが一致するか調べるために使用する（複数）のファイルの指定を入力します。
標準的な表現（* と ? ワイルドカード）は、カンマ、スペース、またはセミコロンで区切って入力します。 カンマ、空白、ま
たはセミコロンをファイル指定の一部に使用する場合は、二重引用符で指定を囲みます。
末尾の / 文字は、ビュー外のフォルダが除外されていることを表します。 たとえば、bin/ により、bin という名前のビ
ュー外のフォルダはすべて、フォルダ ツリーから除外されます。
注:

\ 文字は機能しません。エスケープ文字として処理されます。

関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
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ラベルをアイテムに添付する
1 つのアイテム、またはグループ化する予定の 1 組のアイテムに対する操作として、新しいリビジョン ラベルの作成、その
アイテムまたはアイテム リビジョンへの既存のラベルの添付、すべてのラベルの確認、リビジョン ラベルの削除などが可能
です。

選択されたアイテムに対して新しいリビジョン ラベルを作成するには：
1

左側のフォルダ階層からフォルダを選択し、ラベルを添付するアイテムを含むコンポーネント タブを選択します。

2

上部ペインで（複数の）アイテムを選択します。

3

選択した（複数）アイテムを右クリックし、ラベル
クスを開きます。

4

ラベル名とラベルの説明を該当するテキスト ボックスに入力します。 ラベル名は最大 64 文字まで、説明は最大 254
文字まで入力できます。

5

オプションで、選択されたアイテム リビジョンだけがこのラベルを持てるようにするには、凍結する チェック ボックスを
オンにします。

6

構成オプションを選択して、このラベルを添付するアイテム リビジョンを指定します。 選択できるのは以下のいずれか
です。

新規作成... を選択し 新規リビジョン ラベルの添付 ダイアログ ボッ

♦ 現在の構成： このラベルをチップ リビジョンに添付します。
♦ ラベル付きの構成： このラベルを、指定したラベルを含むリビジョンに添付します。 各ラベルは、作成された時刻
に基づいて新しい順に一覧表示されます。

♦ プロモーション状態の構成： このラベルを、現在、指定されたプロモーション状態にあるリビジョンに添付します
（実際には、ラベルは、そのプロモーション状態の現在のビュー ラベルを含むリビジョンに添付されます）。

♦ 日時を指定した構成： このラベルを、指定した日付と時刻にチップ リビジョンであったリビジョンに添付します。
7

[OK] をクリックします。

選択されたアイテムに既存のビュー ラベルまたはリビジョン ラベルを添付するには：
1

左側のフォルダ階層からフォルダを選択し、ラベルを添付するアイテムを含むコンポーネント タブを選択します。

2

上部ペインで（複数の）アイテムを選択します。

3

選択した（複数）アイテムを右クリックし、ラベル

添付... を選択し ラベルの添付 ダイアログ ボックスを開きます。

このダイアログ ボックスには既存のすべてのラベルが一覧表示され、それらのラベルがビュー ラベルまたはリビジョ
ン ラベルとして識別されます。 デフォルトでは、ビュー ラベル と リビジョン ラベル の両方のチェック ボックスがオンに
なっています。
4

ビュー ラベル または リビジョン ラベル チェック ボックスをオフにして、1 つの特定タイプのラベルにリストを限定しま
す。

5

一覧からラベルを選択します。

6

オプションで、アイテム リビジョンの選択を変更するには、構成オプションを選択して、このラベルを添付するアイテム
リビジョンを指定します。 選択できるのは以下のいずれかです。

♦ 現在の構成： このラベルをチップ リビジョンに添付します。
♦ ラベル付きの構成： このラベルを、指定したラベルを含むリビジョンに添付します。 各ラベルは、作成された時刻
に基づいて新しい順に一覧表示されます。

♦ プロモーション状態の構成： このラベルを、現在、指定されたプロモーション状態にあるリビジョンに添付します
（実際には、ラベルは、そのプロモーション状態の現在のビュー ラベルを含むリビジョンに添付されます）。
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♦ 日時を指定した構成： このラベルを、指定した日付と時刻にチップ リビジョンであったリビジョンに添付します。
7

OK をクリックします。

特定のアイテム リビジョンに既存のビュー ラベルまたはリビジョン ラベルを添付するには：
1

左側のフォルダ階層からフォルダを選択し、ラベルを添付するアイテムを含むコンポーネント タブを選択します。

2

上部ペインでアイテムを選択してから、下部ペインの ラベル タブをクリックします。

3

ラベル ペインでアイテム リビジョンを右クリックし、添付... を選択し ラベルの添付 ダイアログ ボックスを開きます。
このダイアログ ボックスには既存のすべてのラベルが一覧表示され、それらのラベルがビュー ラベルまたはリビジョ
ン ラベルとして識別されます。 デフォルトでは、ビュー ラベル と リビジョン ラベル の両方のチェック ボックスがオンに
なっています。

4

ビュー ラベル または リビジョン ラベル チェック ボックスをオフにして、1 つの特定タイプのラベルにリストを限定しま
す。

5

一覧からラベルを選択します。

6

オプションで、アイテム リビジョンの選択を変更するには、構成オプションを選択して、このラベルを添付するアイテム
リビジョンを指定します。 選択できるのは以下のいずれかです。

♦ 現在の構成： このラベルをチップ リビジョンに添付します。
♦ ラベル付きの構成： このラベルを、指定したラベルを含むリビジョンに添付します。 各ラベルは、作成された時刻
に基づいて新しい順に一覧表示されます。

♦ プロモーション状態の構成： このラベルを、現在、指定されたプロモーション状態にあるリビジョンに添付します
（実際には、ラベルは、そのプロモーション状態の現在のビュー ラベルを含むリビジョンに添付されます）。

♦ 日時を指定した構成： このラベルを、指定した日付と時刻にチップ リビジョンであったリビジョンに添付します。
7

OK をクリックします。

アイテム リビジョンに添付されたラベルを確認するには：
1

左側のフォルダ階層からフォルダを選択し、ラベルを添付するアイテムを含むコンポーネント タブを選択します。

2

上部ペインでアイテムを選択してから、下部ペインの ラベル タブをクリックします。
ラベル ペインが表示され、このアイテムのすべてのリビジョンが表示されます。

3

ラベル ペインのリビジョンを右クリックして、そのラベルをすべて表示します。

リビジョン ラベルをあるアイテム リビジョンから別のアイテム リビジョンに移動するには：
1

左側のフォルダ階層からフォルダを選択し、ラベルを添付するアイテムを含むコンポーネント タブを選択します。

2

上部ペインでアイテムを選択してから、下部ペインの ラベル タブをクリックします。
ラベル ペインが表示され、このアイテムのすべてのリビジョンが表示されます。

3

ラベル ペインのリビジョンを右クリックして、そのラベルをすべて表示します。

4

特定のラベルを選択し、それをあるリビジョンから別のリビジョンにドラッグします。

注: ラベルはアイテムの 1 つのリビジョンのみに添付できます。
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関連概念
ラベル
フォルダ
ビューの概要
分岐の理解
ビューの適切な使用
関連手順
ラベルをフォルダに添付する
ビュー ラベルを作成する
リビジョン ラベルを作成する
ラベルを確認および移動する
リビジョン ラベルをコピーする
ラベルを凍結および凍結解除する
ビュー ラベルをプロモートする
ビュー ラベルを降格する
ラベル プロパティを構成または表示する
ラベルを削除する
ラベルをアイテムから添付解除する
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ラベルをフォルダに添付する
フォルダへのラベル添付はアイテムへのラベル添付と少し異なります。 リビジョン ラベルをフォルダに添付する際には、そ
のフォルダに入っているアイテムや、そのフォルダをルートとするサブツリー内のすべてのもの（子フォルダとその中のも
の）にも、そのラベルを添付できます。
フォルダからリビジョン ラベルの添付を解除する場合は、そのフォルダに関連付けられているアイテム（設定によっては子
フォルダとその中のアイテム）からもラベルの添付を解除できます。 ビュー ラベルの添付を解除する場合、そのラベルは、
フォルダに入っているアイテム、子フォルダ、および子フォルダ内のものから自動的に添付解除されます。
注: ラベルがリビジョン ラベルかビュー ラベルかを判断するには、そのラベルをダブルクリックするか、ラベルを選択し [プ
ロパティ...] をクリックします。 リビジョン ラベルには、名前と説明の各プロパティがあります。 また、ビュー ラベルに
は、名前、説明、および構成日時の各プロパティがあります。

新しいリビジョン ラベルを作成し、フォルダやその中のものに添付するには：
1

フォルダ階層ツリー、または上部ペインの フォルダ タブ から、フォルダを選択します。

2

選択したフォルダを右クリックし、ラベル... を選択し ラベル ダイアログ ボックスを開きます。

3

新しいラベルを添付するリビジョンを選択します。

4

新規作成... をクリックします。
新規リビジョン ラベルの添付 ダイアログ ボックスが表示されます。

5

ラベルの名前と説明（254 文字以内）を該当するテキスト ボックスに入力します。

6

オプションで、選択したリビジョンにしかこのラベルを添付できないようにするには、凍結する チェック ボックス（「変更
できない」という意味）をオンにします。

7

次のいずれかを行います。

♦ フォルダのみ を選択し、選択フォルダのみにラベルを添付します。
♦ フォルダとその中のアイテム を選択し、フォルダとその中のアイテムにラベルを添付します。
♦ フォルダをルートとするサブツリー内のすべて を選択し、フォルダとそのアイテム、子フォルダとそのアイテムに
ラベルを添付します。

注: フォルダにラベルを添付すると、そのフォルダ内のアイテムや子フォルダなどにもそのラベルが添付されるので、ラベル
は常に各フォルダおよびアイテムの現在の構成に添付されます。 フォルダの前のリビジョンにラベルを添付できませ
ん。

フォルダやその中に入っているものに既存のビュー ラベルまたはリビジョン ラベルを添付するには：
1

フォルダ階層ツリー、または上部ペインの フォルダ タブ から、フォルダを選択します。

2

選択したフォルダを右クリックし、ラベル... を選択し ラベル ダイアログ ボックスを開きます。

3

添付... をクリックします。 ラベルの添付 ダイアログ ボックスに既存のラベルがすべて一覧表示され、それらがビュー
ラベルかリビジョン ラベルか識別できるようになっています。 デフォルトでは、ビュー ラベル と リビジョン ラベル の両
方のチェック ボックスがオンになっています。
ビュー ラベルかリビジョン ラベルのどちらか一方のみ表示するには、表示しないほうのチェック ボックスをオフにしま
す。

4

ラベルを選択します。

5

次のいずれかを行います。
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♦ フォルダのみ を選択し、選択フォルダのみにラベルを添付します。
♦ フォルダとその中のアイテム を選択し、フォルダとその中のアイテムにラベルを添付します。
♦ フォルダをルートとするサブツリー内のすべて を選択し、フォルダとそのアイテム、子フォルダとそのアイテムに
ラベルを添付します。
注:

6

フォルダにラベルを添付すると、そのラベルは常に各フォルダおよびアイテムの現在の構成に添付
されます。 フォルダについては過去のリビジョンにラベルを添付できませんが、アイテムに対しては
添付が可能です。

OK をクリックします。

フォルダのリビジョンに添付されているラベルを確認するには：
1

フォルダ階層ツリー、または上部ペインの フォルダ タブ から、フォルダを選択します。

2

選択したフォルダを右クリックし、ラベル... を選択し ラベル ダイアログ ボックスを開きます。
ラベル ダイアログ ボックスが開き、すべてのラベル、すなわち選択したフォルダに現在添付されているラベルがリビジ
ョンごとに一覧表示されます。

リビジョン ラベルをあるフォルダリビジョンから別のフォルダリビジョンに移動するには：
1

フォルダ階層ツリー、または上部ペインの フォルダ タブ から、フォルダを選択します。

2

選択したフォルダを右クリックし、ラベル... を選択します。

3

ラベル ダイアログ ボックスで、リビジョン ラベルを 1 つのフォルダ リビジョンのノードから別のノードにドラッグします。

関連概念
ラベル
フォルダ
ビューの概要
分岐の理解
ビューの適切な使用
関連手順
ラベルをアイテムに添付する
ビュー ラベルを作成する
リビジョン ラベルを作成する
リビジョン ラベルをコピーする
ラベルを確認および移動する
ラベルを凍結および凍結解除する
ビュー ラベルをプロモートする
ビュー ラベルを降格する
ラベル プロパティを構成または表示する
ラベルを削除する
ラベルをアイテムから添付解除する
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リンク アイテムのプロパティをカスタマイズする
フォルダやアイテムのプロパティを直接 リンク ペインから表示または変更できます。

フォルダまたはアイテムのプロパティをリンクから表示または変更するには：
1

フォルダまたは別のアイテムにリンクされているアイテムを上部ペインから選択します。

2

下部ペインの リンク タブを選択します。

3

リンクを右クリックして、アイテムのプロパティ... を選択して アイテムのプロパティ ダイアログ ボックスを表示します。
このダイアログ ボックスには、リンク ペインの アイテム 列のフォルダまたはアイテムに関する情報が表示されます。

関連概念
リンク： 内部および外部
チェックインおよびチェックアウトの関連操作
関連手順
内部または外部からアイテムをリンクする
特定リビジョンをリンクする
リンクされた変更要求を確認する
リンクされたファイルをチェックインおよびチェックアウトする
リンクされたファイルを選択する
ファイルを処理アイテムにリンクする
関連参照
プロジェクト、フォルダ、アイテムのプロパティ
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レポートを作成する
アプリケーションで作成したレポートには、上部ペインに表示されているデータのすべてまたは一部が表示されます。 レポ
ートはすべて .html 形式で生成されます。
注: StarTeam Datamart を使用してレポートを作成することもできます。 詳細は、"StarTeam Datamart User Guide.pdf" を
参照してください。

レポートを作成するには：
1

フォルダの階層からフォルダを選択します。

2

コンポーネント タブをクリックします。

3

コンポーネントまたはコンテキスト メニューから レポート... を選択します。 レポート ダイアログに、利用可能なレポー
ト リスト ボックスが表示されます。

4

利用可能なレポート リスト ボックスから、生成するレポートのタイプを選択します。

5

次のいずれかを行います。

♦ 上部ペインで選択されているアイテムのみを含めるには、選択したレポート オプション ボタンを選択します。
♦ 上部ペインに表示されているすべてのアイテムを含めるには、すべて選択 オプション ボタンを選択します。
6

出力ファイル名 テキスト ボックスに、レポート ファイル名のパスを入力するか選択ダイアログを使って入力します。
ファイルの拡張子には .htm または .html を使用してください。
注:

デフォルトでは、デフォルト レポートファイル名の規則は STReport<日付><英数字コード>.html
（たとえば、STReport2006-07-24T22-03-59Z.html）です。

7

レポートの名前を レポートのタイトル テキスト ボックスに入力します。

8

生成 をクリックしてレポートを画面で参照します。 Web ブラウザが開いて、レポートが表示されます。 さらに、前の手
順 6 で指定した場所にレポートが保存されます。

関連概念
レポート
Datamart によるデータのエクスポート
関連手順
レポート テンプレートをカスタマイズする
レポート出力パスを構成する
レポートを印刷する
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作業フォルダを作成する
StarTeam では、ビュー内の子フォルダごとに専用の作業フォルダがあり、それは一般にルート作業フォルダからの相対パ
スで表されます。 ファイルをチェックアウトすると、StarTeam は要求されたファイル リビジョンを該当する作業フォルダにコ
ピーします。 その作業フォルダが現在ワークステーション上に存在しなければ、ファイルのチェックアウト時に StarTeam に
よりそのフォルダが自動的に作成されます。
作業フォルダから StarTeam に新しいファイルを追加することもできます。 適切なフォルダがまだワークステーション上に存
在しない場合には、作業フォルダの作成 コマンドを使って自動的に作成することができます。 作業フォルダが作成される
と、その中にファイルを格納し、そのファイルを StarTeam に追加できます。
警告: デフォルトの作業フォルダは、ユーザーのワークステーション上のドライブや共有ファイル サーバー上の個人用ディ
レクトリなど、ユーザーごとに物理的に別々の場所を指している必要があります。

作業フォルダを作成するには：
1

フォルダの階層ツリーから対象フォルダを選択します。
注:

2

StarTeam リポジトリに存在するが、ユーザーのローカル ワークステーションにないフォルダは、感
嘆符の付いたフォルダ アイコンで表示されます。

次のいずれかを行います。

♦ フォルダからファイルをチェックアウトします。 そのフォルダと同じ名前と同じパスの作業フォルダが StarTeam
によって自動的に作成されます。

♦ フォルダを右クリックし、作業フォルダの作成 を選択します。 作業フォルダが作成されたら、そこにファイルをコ
ピーあるいは作成し、そのファイルを StarTeam リポジトリに追加できます。
注:

共有あるいは移動するフォルダの作業フォルダ パスの長さがオペレーティング システムの作業フ
ォルダ パスの最大長である 254 文字（\ を含む）を超える場合には、その作業フォルダは作成でき
ず、StarTeam からエラー メッセージが表示されます。

関連概念
ビューの概要
デフォルト作業フォルダと代替作業フォルダの理解
ビューの適切な使用
分岐オプションの概要
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
ビューを管理する
ビューを作成および構成する
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内部または外部からアイテムをリンクする
この手順では、同じサーバー構成内にある 2 つのアイテム間で内部的にリンク付けする方法、もしくは、別のサーバー構成
上に配置されている 2 つのアイテム間でリンク付けする方法（外部リンク と呼ぶ）について説明します。
StarTeam で扱うアイテムには、ファイル、変更要求、要件、タスク、そしてトピックがあります。 リンク とは、2 つのフォル
ダ、2 つのアイテム、あるいは 1 つのフォルダと 1 つのアイテムの間の関係のことです。 リンクを作成すると、非常に役に
立ちます。 たとえば、ファイルを変更要求にリンクすると、編集済みのファイルをチェックインしたときに、変更要求に修正済
みのマークを付けることができます。 また、ファイルと、それらのファイルが満たす要件について記述したドキュメントをリン
クすると、ドキュメントの参照や更新が容易になります。
ある特定のアイテムに同じタイプのいくつかのアイテムをリンクする場合は、複数のリンクを同時に作成できます。 たとえ
ば、1 つのファイルにいくつかの変更要求をリンクする場合などがあります。 この操作を行うには、フォルダ ツリー メニュ
ー、コンポーネント メニュー、コンテキスト メニュー、またはツールバーの リンクの作成/完了 ボタンを使用してリンクを作
成します。
注: 別のサーバー構成上にあるアイテム間に外部リンクを作成する場合、 双方のサーバー構成が、Cross-Platform Client
内で開かれていて、外部リンクを作成、参照できる状態である必要があります。

フォルダまたはアイテムを（複数）アイテムにリンクするには：
1

次のいずれかの方法で、リンク プロセスを開始します。

♦ リンクしたいアイテムがあるサーバー構成とビューを開きます。 別のサーバー構成上にある 2 つのアイテムをリ
ンクする場合には、Cross-Platform Client 上でその両方のサーバー構成とビューを開きます。

♦ フォルダ階層から、または上部ペインの フォルダ タブからフォルダを選択します。
♦ 上部ペインのコンポーネント タブ（ファイル、変更要求、要件、トピック、または タスク）で（複数）アイテムを選択
します。
注:
2

以下の手順では、2 つのフォルダを互いにリンクできません。

コンポーネント タブの（複数）選択アイテムを右クリックし、リンク

リンクの作成 を選択します。

リンク メニューは、選択したコンポーネント タブに対応するコンポーネント メニューでも利用できます。
マウス ポインタが、結ばれたひもに変わります。
注:
3

最初に上部ペインからアイテムを選択した場合は、ツールバーの リンクの作成/完了 ボタンも使用
できますが、フォルダを選択した場合はこのボタンは無効になっています。

リンクの終端となるフォルダまたはアイテム（複数可）を、同じ構成または外部のサーバー構成から選択します。 この
終端には、次のものを指定できます。

♦ StarTeam フォルダ（先にフォルダを選択している場合を除く）
♦ （複数の）他のファイル
♦ （複数の）変更要求
♦ （複数の）要件
♦ （複数の）トピックまたはレスポンス
♦ （複数の）タスクまたはサブタスク
すべてのアイテムを探すには、別のコンポーネントタブに切り換えるか、またはツールバーの すべての子孫 ボタンを
使用する必要があります。
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4

フォルダ メニュー、コンポーネント メニュー、またはコンテキスト メニューで リンク
ツールバーの リンクの作成/完了 ボタンを再度クリックします。

リンクの完了 を選択、あるいは

フォルダにアイテムをリンクする場合は、このボタンは無効になっています。
5

次のいずれかの方法で、リンクが存在することを確認します。

♦ リンクされたアイテムを選択し、下部ペインの リンク タブをクリックして、そのアイテムへのリンクを表示します。
♦ リンクされたフォルダを右クリックし、プロパティ... を選択し フォルダ<名前>、リビジョン<番号> ダイアログ ボック

スを表示します。 リンク タブをクリックして、リンクを表示します （リンクを表示するためのアクセス権がない場合
は、このダイアログに リンク タブが表示されません）。

リンクは、どちらの終端を選択しても表示できます。 選択したリンク対象は、フォルダの場合もアイテムの場合も、ソー
スと呼ばれます。 リンクのもう一方の終端はリンクターゲットと呼ばれ、リンク ペインの アイテムのタイプ 列に一覧表
示されます。
ヒント: リンクの作成を開始した後、完了する前にリンクの作成を中止する場合は、フォルダ ツリー メニュー、コンポーネン
ト メニュー、またはコンテキスト メニューから リンク リンクのキャンセル... を選択できます。 ツールバーの リンク
の作成/完了 ボタンを使用している場合は、ESC キーを押します。

関連概念
リンク： 内部および外部
関連手順
特定リビジョンをリンクする
リンクされたファイルをチェックインおよびチェックアウトする
リンクされたファイルを選択する
ファイルを処理アイテムにリンクする
外部リンクを作成する
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別のビューで参照アイテムを選択する
下部ペインにある [参照] タブには、コンテキスト メニューのコマンドがあり、アイテム プロパティを表示、異なるビューで参
照アイテムを開くなどが可能です。

異なるビューで参照アイテムを開くには：
1

上部ペインからアイテムを 1 つ選択します

2

下部ペインで [参照] タブを選択します。

3

アイテムに対する参照を右クリックし、コンテキスト メニューから 参照アイテムの選択 を選択します。
アイテムを含むビューが（すでに開いているビューに加えて）開き、アイテムが選択されます。 参照ビューがすでに開
いている場合は、Cross-Platform Client では、ビューの追加コピーが開きます。これによりそのビュー内ですでに設定
している処理と混乱しなくなります。

関連概念
フォルダやアイテムへの参照
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前のファイル リビジョンを表示する
デフォルト エディタか、当該ファイル タイプが登録されているアプリケーションのいずれかを使って、前のファイル リビジョン
の内容を確認できます。

リビジョンの内容を確認するには：
1

ファイル タブで、リビジョンを確認するファイルを選択します。

2

下部ペインの 履歴 または ラベル ペインで、確認する特定のリビジョンを選択します。

3

選択したアイテムを右クリックし、コンテキスト メニューを開き、次のいずれかを選択します。

♦ リビジョンを一時ファイルにコピーし、それをデフォルト エディタ（メモ帳か、個人用オプション ダイアログ ボックス
で指定した代替エディタ）で表示する場合は、リビジョン内容の表示 を選択します。

♦ リビジョンを一時ファイルにコピーし、関連付けられたアプリケーションで表示する場合は、リビジョンの内容を開
く を選択します。
注:

クライアントによりシステムのローカル一時ディレクトリに一時ファイルが作成されます。 たとえば、
Windows システムでは、一時ファイルは、C:\Documents and Settings\<ユーザー>\Local
Settings\Temp フォルダに作成されます。 クライアントを終了すると、ファイルがシステムから削除
されます。

関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
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場所の参照を表示する
手動での共有であること、また、ビューが他のビューの子ビューであることから、フォルダまたはアイテムが (同じサーバー
構成内の) 複数のプロジェクト、ビュー、または親フォルダに関連付けられる場合があります。 フォルダまたはアイテムの各
インスタンスには、チップ リビジョンに対する参照があります。
フォルダ参照を確認するには、別のダイアログを開き、アイテム参照を確認するには、プロジェクト ビュー ウィンドウの下部
ペインの 参照 タブを使用します。

参照を表示するには、以下のいずれかの操作を実行します。
1

フォルダ参照を表示する

2

フォルダの過去のリビジョンに対する参照を表示する

3

アイテム参照を表示する

4

アイテムの過去のリビジョンに対する参照を表示する

フォルダ参照を表示するには：
1

フォルダの階層ツリーから対象フォルダを選択します。

2

選択したフォルダを右クリックし、詳細

参照... を選択します。

フォルダ参照 ダイアログ ボックスに、このフォルダを参照しているプロジェクト ビューとそれらの相互の関係を示すツ
リーが表示されます。

フォルダの過去のリビジョンに対する参照を表示する
1

フォルダ階層ツリーでフォルダを右クリックし、プロパティ... を選択します。

2

履歴 タブをクリックします。
注:

このフォルダの履歴を参照するアクセス権を持っていない場合は、履歴 タブが表示されません。

3

履歴 リストからリビジョンを選択します。

4

選択したリビジョンを右クリックし、参照... を選択します。
適切な 参照 ダイアログ ボックスが表示されます。

アイテムの参照を表示するには：
1

上部ペインからアイテムを 1 つ選択します

2

下部ペインの 参照 タブをクリックします。
フォルダ参照 と同様のデータが、下部ペインに表示されます。 参照 ペインにはコンテキスト メニュー（ [アイテム プロ
パティ...] と [参照アイテムの選択] ）があります。

アイテムの過去のリビジョンに対する参照を表示する
1

上部ペインからアイテムを 1 つ選択します

2

下部ペインの 履歴 タブをクリックします。

3

履歴 リストからリビジョンを選択します。
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4

選択したリビジョンを右クリックし、参照... を 履歴 コンテキスト メニューから選択します。
適切な 参照 ダイアログ ボックスが表示されます。

関連概念
フォルダやアイテムへの参照
関連手順
プロジェクトを管理する
フォルダとアイテムで作業する
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関心のあるアイテムを強調表示する
上部ペインの特定のアイテム（監査エントリを除く）を強調するために、それらのアイテムにフラグを付けることができます。
たとえば、特定の顧客要求に関連するアイテムにフラグを付けることが可能です。
フラグの設定、確認、および削除は、そのフラグを作成したユーザーが行います。 アイテムにフラグが付いている場合、フ
ラグ フィールドには はい が表示されます。 アイテムにフラグが付いていない場合、フラグ フィールドには いいえ が表示さ
れます。 フラグ付けされたアイテムを表示するには、上部ペインをリスト形式で表示する必要があります。

アイテムにフラグを付けるには：
1

フォルダの階層ツリーからフォルダを選択します。

2

監査 タブを除く、任意のコンポーネント タブを選択します。

3

フラグを付けるアイテムを選択します。

4

対応するアイテム メニューまたはコンテキスト メニューから フラグ を選択します。
上部ペインのアイテムがツリー形式で表示されている場合は、リスト形式に切り換えて、フラグ付けされたアイテムを
表示します。

注: フラグ フィールドが表示されていない場合は、列見出しを右クリックし、コンテキスト メニューから フィールドの表示... を
選択します。 利用可能なフィールド リストから フラグ フィールドを選択し、追加 をクリックしてから OK をクリックしま
す。

アイテムからフラグが削除するには：
1

フォルダの階層ツリーからフォルダを選択します。

2

監査 タブを除く、任意のコンポーネント タブを選択します。

3

フラグを付けるアイテムを選択します。
上部ペインのアイテムがツリー形式で表示されている場合は、リスト形式に切り換えて、フラグ付けされたアイテムを
表示します。

4

対応するアイテム メニューまたはコンテキスト メニューから フラグの削除 を選択します。

ヒント: 次のショートカット キーを使用します： アイテムにフラグをつけるには CTRL+F2 を、アイテムからフラグを削除するに
は CTRL+SHIFT+F2 を押します。
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ファイルを管理する
ファイルの管理に関連するタスクについて説明します。
このセクションの内容
StarTeam からローカル フォルダを開く
StarTeam クライアント内からローカル フォルダを開く手順を説明します。
ファイルをチェックアウトする
StarTeam のファイル チェックアウト プロセスを説明します。
ファイルをチェックインする
StarTeam のファイル チェックイン プロセスを説明します。
Cache Agent を使ってチェックアウトの統計情報を監視する
Cache Agent を使ってチェックアウトの統計情報を監視する方法を説明します。
UNIX のファイル実行可能ビットを設定する
UNIX のファイル実行可能ビットを設定する方法を説明します。
アイテムのプロパティを表示または変更する
標準プロパティ ダイアログ ボックスでアイテムのプロパティを表示または変更する方法を説明します。
アイテムの詳細を表示する
下部ペインにアイテムの詳細を表示する方法を説明します。
アイテムをロックおよびロック解除する
アイテムをロックおよびロック解除する方法を説明します。
アクティブ処理アイテムにリンクされたファイルを検索する
アクティブ処理アイテムにリンクされたすべてのファイルを検索する方法を説明します。
チェックイン コメントを編集する
チェックインを完了した後にチェックイン コメントを編集する方法を説明します。
バッチでファイルをチェックアウトする
一括チェックアウト ユーティリティ（BCO）を使用して、バッチでファイルをチェックアウトする方法を説明します。
ファイル ステータス情報の保存方法を制御する
ファイル ステータス情報の保存場所の指定方法を説明します。
ファイルをプロジェクトに追加する
ユーザーのワークステーションからプロジェクト フォルダに追加する方法を説明します。
ファイルを開くおよび編集する
StarTeam でファイルを開くおよび編集する方法を説明します。
ファイル保存オプションを設定する
ファイル ステータス情報の保存場所と方法を制御する方法を説明します。
ファイル名を変更する
StarTeam でファイル名を変更する処理を説明します。
ファイル注釈ツールを使用する
StarTeam の任意のテキスト ファイルに対する変更に関する履歴情報を表示できるファイル注釈ツールの使用法
について説明します。
フォルダおよびファイルを非表示にする
フォルダやファイルをビューで表示されないようにする方法を説明します。
フォルダとアイテムを削除する
フォルダとアイテムを削除および名前を変更するための手順を説明します。
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プロジェクトからのファイルおよびフォルダを除外する
プロジェクトからファイルおよびフォルダを除外する方法を説明します。
リンクされたファイルを選択する
リンク アイテムからリンクされたファイルを選択する方法を説明します。
ロックされていないファイルを読み取り専用に設定する
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方法を説明します。
前のファイル リビジョンを表示する
前のファイル リビジョンを表示する方法を説明します。
古いリビジョンのファイルをチェックアウトする
ファイルの以前のリビジョンをチェックアウトする方法を説明します。
同時ファイル編集を有効にする
アプリケーション インテグレーションからファイルのロックを制御する方法を説明します。
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StarTeam からローカル フォルダを開く
次の手順では、StarTeam 内からファイル ブラウザのローカル フォルダをすばやく開く方法を説明します。つまりファイルと
フォルダに関する基本管理タスクを実行できます。

StarTeam で選択したフォルダからローカル フォルダを開くには：
1

StarTeam で、開くフォルダを 1 つから 5 つ選択します。
左側のフォルダ階層ツリーで 1 つのフォルダを、または上部ペインの フォルダ タブで 5 つまでのフォルダを選択でき
ます。

2

選択したフォルダを右クリックし、ローカル フォルダを開く を選択します。

選択したフォルダに対応するディスク上のそれぞれの位置（フォルダ）が Windows エクスプローラ で開きます。 ステータス
が 作業ファイルなし のフォルダを除く（ローカル フォルダが存在しないため）すべてのフォルダで実行できます。

StarTeam で選択したファイルからローカル フォルダを開くには：
1

上部ペインの ファイル タブで、1 つから 5 つまでのファイルを選択します。

2

ファイル

コンテナ フォルダを開く を選択します。

選択したファイルが内部に存在するそれぞれのフォルダが Windows エクスプローラ で開きます。 ステータスが 作業
ファイルなし のフォルダを除く（ローカル フォルダが存在しないため）すべてのフォルダで実行できます。

関連概念
フォルダ
ファイル
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
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ファイルをチェックアウトする
この手順では、ファイルのチップ リビジョンおよびファイルの前のリビジョンをチェックアウトする方法を説明します。

ファイルをチェックアウトするには：
1

上部ペインの ファイル タブで、チェックアウトする（複数）ファイルを選択します。
注:

最新、古いリビジョン、作業ファイルなし ステータスのファイルをチェックアウトできます。 変更 ステ
ータスのファイルもチェックアウトできますが、チェックアウトを続けると StarTeam のチップ リビジョ
ンでユーザーのローカル作業フォルダのファイルが上書きされるという警告が表示されます。

2

チェックアウト... または ファイル
ファイル
を開きます。

3

オプションで、作業フォルダ内の同名ファイルのほうが新しくてもすべて上書きする場合は、強制的にチェックアウト を
選択します。

4

基準 グループ ボックスで、チェックアウトするファイルに該当するオプションを以下の中から 1 つ選択します。

すべてチェックアウト... を選択して、チェックアウト ダイアログ ボックス

♦ 最新リビジョン： 一番新しい（チップ）リビジョン。
♦ ラベル： 指定したファイル リビジョン。 既存のビュー ラベルおよびリビジョン ラベルが、作成日時に基づいて新

しいものから順に一覧表示されます。 このリストには、ビュー ラベルがリビジョン ラベルより先に表示されます。

♦ プロモーション状態： 特定のプロモーション状態。
♦ 次の時点： 指定した日時にチップ リビジョンであったリビジョンの場合。 日/年 ボタンをクリックして、カレンダー
で、日時を入力する、またはスピン ボックスを使用して日時を指定します。

5

ロック ステータス オプションとして次のいずれかを選択します。

♦ ロック解除： チェックイン後にファイルのロックを解除する場合。
♦ 排他的： ファイルにさらに変更を加える予定であることを知らせる場合。
♦ 非排他的： そのファイルで作業中であり、変更を加える可能性もあることを知らせる場合。
♦ 現在の状態を維持： 現在のロック ステータスを保持する場合。
6

オプションで、詳細... をクリックし、詳細オプション ダイアログ オプションを開きます。

♦ 作業ファイルのデフォルトの場所 を選択、または、あらかじめ作業フォルダとして設定しておいたものとは別のフ
ォルダにファイルをチェックアウトしたい場合には、チェックアウトの場所 グループ ボックスにおいて その他 を
選択します。 その他 を選択した場合、そのフォルダ名をブラウズします。

♦ [EOL の変換] 領域では、なし か、または、他のラジオ ボタンから 1 つをクリックしてチェックアウトするテキスト

ベースのファイルの現在の EOL 変換設定を変更します。 EOL マーカは、Windows の場合は CR-LF（復帰/改
行）、UNIX の場合は LF（改行）、Macintosh オペレーティング システムの場合は CR（復帰）です。 このダイアロ
グでの EOL の設定値は、個人用オプション ダイアログ ボックスの ファイル タブで選択したデフォルトの設定値
よりも優先されます。

♦ 非英語コード ページのキーワード展開をサポートするには、ドロップダウン リストから、適切な ファイルのエンコ
ード を選択します。

♦ OK をクリックして、チェックアウト ダイアログ ボックスに戻ります。
7

OK をクリックすると、ファイルがチェックアウトされます。
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注: ツールバーの チェックアウト ボタンを使用すると、チェックアウト ダイアログ ボックスを使用せずにファイルをチェックア
ウトすることもできます。 ただし、処理ルールが必須の場合は、自動的に チェックアウト ダイアログ ボックスが開きま
す。

ファイルの以前のリビジョンをチェックアウトするには：
1

上部ペインの ファイル タブをクリックし、ファイルを選択します。

2

下部ペインの 履歴 タブまたは ラベル タブをクリックし、チェックアウトするリビジョンを選択します。

3

選択ファイルを右クリックし、チェックアウト または チェックアウト先... を選択します。
チェックアウト ダイアログ ボックスが開きます。

4

チェックアウト ダイアログ ボックスで、前のファイルのチェックアウトについての手順で説明したとおりに、ファイルをチ
ェックアウトします。

関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
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ファイルをチェックインする
ファイルをチェックインするには：
1

上部ペインの ファイル タブで、チェックインする（複数）変更ファイルを選択します。

2

ファイル

3

チェックイン コメントの一般的理由を入力する、または ファイルごとにコメント（チェックインの理由）の入力を要求する
チェック ボックスをオンにして、各ファイルに対して個別の ファイルのコメント ダイアログ ボックスを開きます。

4

オプションで、チェックインするファイルと、リポジトリに格納されているそのファイルのチップ リビジョンを比較する場合
は、比較... をクリックします。 差分がある場合は、ファイル比較/マージ ウィンドウが開き、ファイルの差分が表示され
ます。

5

（任意）ロック ステータス オプションを選択します。

チェックイン... を選択して、チェックイン ダイアログ ボックスを開きます。

♦ ロック解除： チェックイン後にファイルのロックを解除する場合。
♦ 排他的： ファイルにさらに変更を加える予定であることを知らせる場合。
♦ 非排他的： そのファイルで作業中であり、変更を加える可能性もあることを知らせる場合。
♦ 現在の状態を維持： 現在のロック ステータスを保持する場合。
6

次のとおり、チェックイン ダイアログ ボックスのオプション入力を続けます。

♦ （任意）ステータスに関係なくファイルをチェックインする場合には、強制的にチェックイン チェックボックスをオン
にします。

♦ （任意）チェックイン後、ユーザーの作業フォルダから選択ファイルを削除する場合は、 作業ファイルを削除する
チェック ボックスをオンにします。

♦ （処理ルールが適用されている場合は必須）新しいファイルを処理アイテムにリンクするには、処理アイテムをリ
ンクおよび固定する チェック ボックスをオンにします。 アクティブ処理アイテムのほかに処理アイテムを使用す
るには、選択... をクリックし、処理アイテムの選択 ダイアログ ボックスを使用して、処理アイテムを変更します。

♦ アクティブ処理アイテム上の作業がこれで完了であれば、選択した処理アイテムを解決/終了/完了としてマーク
する チェック ボックスをオンにします。

♦ チェックイン処理中に選択した処理アイテムのプロパティを変更するためには、 選択した処理アイテムのプロパ
ティ エディタを表示する チェック ボックスをオンにします。

♦ （任意） リビジョン ラベル ドロップダウン リストから選択するか、名前を入力して新しいリビジョン ラベルを作成

します。 既存のビュー ラベルが、作成日時に基づいて新しいものから順に一覧表示されます（ 個人用オプショ
ン ダイアログ ボックスで、オプション 名前順にビュー ラベルを並べ替える が選択されていない場合）。

7

オプションで、詳細... をクリックし、詳細オプション ダイアログ オプションを開きます。

♦ EOL チェックアウト形式の設定 (テキスト ファイルに対してのみ) チェックボックスをオンにすると、ファイル内に

ある EOL 文字を制御できます。 デフォルト設定は、ファイルのプロパティ ダイアログ ボックスの EOL 設定によ
って決まります。

♦ ドロップダウン リストから、適切なチェックアウトの ファイルのエンコード を選択します。
♦ 選択したファイルのファイル タイプを次から選択します： ASCII、バイナリ、Unicode。
♦ 必要であれば、変更要求を表示 をクリックして、チェックインするファイルにリンクされている変更要求を確認し
ます。

♦ OK をクリックして チェックイン ダイアログ ボックスに戻ります。
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8

OK をクリックすると、ファイルがチェックインされます。

注: ツールバーの チェックイン ボタンまたは チェックインしてロック解除 ボタンをクリックすると、チェックイン ダイアログ ボ
ックスを使用せずにファイルをチェックインすることもできます。 ただし、処理ルールが必須の場合は、自動的に チェッ
クイン ダイアログ ボックスが開きます。
関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
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Cache Agent を使ってチェックアウトの統計情報を監視する
Cache Agent を使用したことにより目に見える利点は、ファイル チェックアウト処理の速度向上です。 チェックアウトするフ
ァイルの数が増えれば増えるほど、Cache Agent から得られる利点は大きくなります。 時間が経つにつれ、Cache Agent
から得られるファイルの数が多くなり、StarTeam Server にかかる負担が少なくなります。 この結果、チェックアウトの速度
は、すべてのファイルが Cache Agent から得られるようになるまでは向上し続けます。
チェックアウトの統計情報を表示すると、特定のチェックアウト操作で StarTeam Server から直接送信されるファイル数、
Cache Agent から送信されるファイル数を確認できます。

Cache Agent を使ってチェックアウトの統計情報を監視するには：
1

StarTeam クライアントにチェックアウトするファイルを選択します。

2

メイン メニューから ファイル

3

チェックアウトの統計情報を表示 チェックボックスをオンにします。

4

ユーザーのチェックアウト操作に適する任意の別の設定を選択し、OK をクリックします。

チェックアウト... を選択します。 チェックアウト ダイアログ ボックスが開きます。

チェックアウト操作が完了した後、チェックアウトの統計情報 ダイアログ ボックスが開き、所要時間、ファイルの総数、
総バイト数、チェックアウト中に失敗したファイルの総数、スキップしたファイルの総数についての情報が表示されま
す。
5

了解 をクリックしてダイアログ ボックスを終了します。

注: チェックアウトの統計情報を表示 オプションは、一部の StarTeam IDE ベース インテグレーションでも利用できます。
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UNIX のファイル実行可能ビットを設定する
UNIX オペレーティング システムからファイルを追加する場合は、StarTeam によって実行可能ビットの状態が保存されま
す。 各ファイルには 実行可能 チェック ボックスがあり、実行可能ビットが設定されている場合は、このチェック ボックスが
オンに、設定されていない場合はオフになります。 将来チェックアウト操作を実行しても、チェックアウトしたファイルの実行
可能ビットと 実行可能 チェック ボックスの設定は一致することが保証されています。

実行可能ビットの状態を変更するには：
1

上部ペインでファイルを選択します。

2

ファイル

3

ファイル<名前>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスの 全般 ページで、実行可能 チェックボックスをオンまたはオフ
にします。

4

OK をクリックしてダイアログを終了し、設定を適用します。

プロパティ... を選択します。

関連概念
フォルダとパスの概要
ファイル
フォルダ
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
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アイテムのプロパティを表示または変更する
ここでは、標準のプロパティ ダイアログを使用してアイテムのプロパティを編集する方法を説明します。 ユーザーのチーム
でのセットアップ形態によっては、代替プロパティ エディタ（APE）というまったく異なったダイアログ ボックスを使用する場合
があります。
アイテムのプロパティを変更するたびに、そのアイテムの新しいリビジョンが作成されます。 プロパティを変更する場合は、
リビジョン コメント タブを使用して、変更理由を説明するリビジョン コメントも作成しなければなりません。

アイテムのプロパティを表示または変更するには：
1

フォルダ階層ツリーからフォルダを選択、または上部ペインからコンポーネント タブの 1 つをクリックし、アイテムを選
択します。

2

次のいずれかを行います。

♦ フォルダやアイテムを右クリックし、プロパティ... を選択します。
♦ 下部ペインの 参照 ペインのアイテムを右クリックして、アイテムのプロパティ... を選択します。
♦ プロパティ ツールバー ボタンをクリックします。
3

アイテムに対応する表示された プロパティ ダイアログ ボックスのプロパティ フィールドを変更してから、OK をクリック
します。

ヒント: 次のオプションを CPC の stjava ファイルに追加することにより、強制的に、Java に Windows ファイルのプロパティ
をキャッシュさせないこともできます： -Dsun.io.useCanonCaches=false。

関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
アイテムのプロパティを表示または変更する
関連参照
要求変更プロパティ
ファイルのプロパティ
フォルダ プロパティ
要件プロパティ
タスクのプロパティ
トピック プロパティ
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アイテムの詳細を表示する
下部ペインの 詳細 タブでアイテムの詳細をすぐに表示できます。 [詳細] ペインには、アイテムの詳細とその値が 2 列の
リストで表示されます。
ファイル、変更要求、フォルダ、および監査アイテムの 詳細 ペインに表示されるプロパティは、ユーザーが上部ペインで表
示するように選択したフィールドやコンポーネント タブに対して使用するフィルタによって決まります。

アイテムの詳細を表示するには：
1

上部ペインでコンポーネント タブをクリックします。

2

上部ペインからアイテムを 1 つ選択します

3

下部ペインの 詳細 タブをクリックします。

関連手順
追加フィールドを表示する
事前定義フィルタを適用する
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アイテムをロックおよびロック解除する
ファイル内容の変更や、アイテム プロパティの編集を行う前に、そのファイルまたはアイテムを排他的にロックする必要が
あります。 これによって、変更する予定であることが他のチーム メンバに通知されます。 ファイル、変更要求、要件、タス
ク、トピックはすべて、ロックすることが可能です。
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。 任意の種類のアイテムのロックとロック解除を、別々の操作として実行できます。 また、ファイルのロックとロッ
ク解除は、チェックインおよびチェックアウト処理の一部として実行することもできます。
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。 通
常は、タイトル バーに 読み取り専用 の文字と、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。

ツールバーを使用してアイテムをロックするには：
1

上部ペインで（複数の）アイテムを選択します。

2

ツールバーにある ロック ボタンをクリックします。

選択されたアイテムが排他的にロックされ、そのアイテムをロックしているユーザーとして自分の名前が一覧表示されま
す。

メニューを使用してアイテムをロックするには：
1

左側のフォルダ階層ツリーからフォルダを選択します。

2

上部ペインでコンポーネント タブ（監査 を除く）をクリックします （監査アイテムはロックできません）。

3

上部ペインでアイテムを右クリックし、ロック/ロック解除... を選択します。
自分のロック ステータスの設定 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： 選択されたアイテムに関する排他的または非排他的ロックを解除します。
♦ 排他的： 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（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）。

♦ 非排他的： 自分がそのアイテムに関して作業しており、変更を加える可能性があることを示します（ファイル以外
のアイテムにはお勧めできません）。

5

オプションで、既存ロックの強制解除 チェックボックスをオンにすると、アイテムに関する他のチーム メンバのロックを
強制解除します。
電子メールが有効になっている場合は、StarTeam から、ロックが強制解除されたチーム メンバにそのことを知らせる
電子メール メッセージが送信されます。
注:

他のチーム メンバのロックを強制解除できる適切な特権が許可されている必要があります。

アイテムをロック解除するには：
1

ロックされたアイテムを選択します。

2

ツールバーにある ロック解除 ボタンをクリックします。

519

関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
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アクティブ処理アイテムにリンクされたファイルを検索する
アクティブ処理アイテムにリンクされたファイルがあるときは、リンクされたすべてのファイルを直ちに検索できます。

アクティブ処理アイテムにリンクされたファイルを検索するには：
1

上部ペインでアクティブ処理アイテムを含む、変更要求、要件、または タスク タブをクリックします。
ステータス バー の左側を見るとどのアイテムがアクティブ処理アイテムはわかります。 ステータス バー の 2 番目の
ボックスに アクティブ処理アイテム アイコンと、アイテムの名前が表示されます。

2

アクティブ処理アイテムを選択してから、下部ペインの リンク タブをクリックします。

リンク ペインには、このアイテムにリンクされているすべてのファイルが表示されます。
関連概念
リンク： 内部および外部
チェックインおよびチェックアウトの関連操作
関連手順
内部または外部からアイテムをリンクする
特定リビジョンをリンクする
リンクされた変更要求を確認する
リンクされたファイルをチェックインおよびチェックアウトする
リンクされたファイルを選択する
リンクのプロパティをカスタマイズする
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チェックイン コメントを編集する
通常、チェックイン プロセスの間にチェックインする変更について説明したコメントを入力します。 チェックインが完了した後
にチェックイン コメントを追加または変更することもできます。

チェックインを完了した後にチェックイン コメントを追加または編集するには：
1

ファイル タブの上部ペインでファイルを選択してから、履歴 タブまたは ラベル タブをクリックします。

2

履歴 または ラベル ペインで、コメントを追加または編集する対象のリビジョンを選択します。

3

選択したリビジョンを右クリックし、コメントの編集... を選択し コメントの編集 ダイアログ ボックスを開きます。

4

コメントのテキストを入力し、OK をクリックします。
コメント フィールドは、30,000 文字まで入力できます。

関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする

522

バッチでファイルをチェックアウトする
ボーランドでは、ビルドのためにファイルをチェックアウトする必要がある場合には、一括チェックアウト ユーティリティ（bco）
を使用することをお勧めしています。bco の方が、stcmd co コマンドより処理が高速です（特に、Cache Agent と組みあわ
せて使用する場合）。

一括チェックアウト ユーティリティ（BCO）を使用して、ファイルをチェックアウトするには：
1

コマンド ウィンドウで、次の構文を使用して bco コマンドを入力します。
bco [options] [files...]

オプションは次のいずれも可能です
-autoLogon
-cfgl label | -cfgd date | -cfgp promotion state
-cmp
-csf
-cwf
-dryrun
-encrypt RC4 | RC2_ECB | RC2_CBC | RC2_CFB
-eol on | off | cr | lf | crlf
-exclude <pattern> | @ <pattern file>
-fp directory
-filter {CGIMOU}
-fs
-h[elp] or -?
-is
-netmon
-o
-p [user[:password]@]address[:port]/project[/view][/folder/folder/...]
-pwdfile file
-rp directory
-ro
-t
-ts
-useca host:port | autolocate
-vb or -verbose
2

ユーザーの bco コマンドを作成するためのガイドラインとして次の例を使用します。
次の例は、bco を使って、StarDraw プロジェクトの StarDraw ビューのルート フォルダ StarDraw の子である Source
Code フォルダにあるファイルをチェックアウトします。
bco -p "JMarsh:password@Orion:1024/StarDraw/StarDraw/Source Code" -is -o "*"

次に示すのは、-netmon を使用した bco コマンドと、その結果、Net Monitor によって表示された出力です。
bco -p "Administrator:Administrator@10.50.6.91:49201/StarDraw/WebSite" -fp D:\Test -netmon -o "*.htm"

出力：
StarTeam BulkCheckOut Utility version 11.0.2
Copyright (c) 2004–2009 Borland Software Corporation. All rights reserved.
Start: (rev 100) SRVR_CMD_GET_PROJECT_LIST Time: 62 millis; Sent: 42 bytes; Got: 1834 bytes
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Start:
Start:
Start:
Start:
Start:
Start:
Start:
Start:
Start:
Start:
Start:
Start:
Start:
Start:
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(rev
(rev
(rev
(rev
(rev
(rev
(rev
(rev
(rev
(rev
(rev
(rev

100)
100)
100)
100)
100)
100)
100)
100)
100)
100)
100)
100)
100)
100)

SRVR_CMD_GET_PROJECT_VIEWS Time: 47 millis; Sent: 46 bytes; Got: 186 bytes
SRVR_CMD_GET_PROJECT_VIEWS Time: 15 millis; Sent: 46 bytes; Got: 186 bytes
SRVR_CMD_PROJECT_OPEN Time: 188 millis; Sent: 70 bytes; Got: 120 bytes
PROJ_CMD_GET_VIEW_PROPERTIES Time: 31 millis; Sent: 42 bytes; Got: 2556 bytes
PROJ_CMD_GET_FOLDERS Time: 63 millis; Sent: 42 bytes; Got: 1112 bytes
PROJ_CMD_GET_FOLDER_ITEMS Time: 16 millis; Sent: 50 bytes; Got: 40 bytes
PROJ_CMD_REFRESH_ITEMS Time: 3562 millis; Sent: 122 bytes; Got: 414 bytes
SRVR_CMD_GET_PROJECT_VIEWS Time: 16 millis; Sent: 46 bytes; Got: 186 bytes
PROJ_CMD_GET_PROJECT_PROPERTIES Time: 31 millis; Sent: 42 bytes; Got: 4797 bytes
FILE_CMD_CHECKOUT Time: 47 millis; Sent: 78 bytes; Got: 108 bytes
FILE_CMD_CHECKOUT Time: 31 millis; Sent: 78 bytes; Got: 1767 bytes
FILE_CMD_CHECKOUT Time: 31 millis; Sent: 78 bytes; Got: 1140 bytes
SRVR_CMD_PROJECT_CLOSE Time: 15 millis; Sent: 62 bytes; Got: 16 bytes
SRVR_CMD_RELEASE_CLIENT Time: 31 millis; Sent: 42 bytes; Got: 16 bytes

関連概念
大量ファイルの一括チェックアウト ユーティリティ

524

ファイル ステータス情報の保存方法を制御する
作業中のファイルについてのファイル ステータス情報は、ワークステーション上で、一元管理される場所、または各作業フ
ォルダの子フォルダ（.sbas という名前）のどちらかに保存されます。
特定のビューに適用されるファイル ステータスプロパティを設定できます。 個人用オプションとして選択した保存方式がビ
ュープロパティのデフォルトになります。 デフォルト設定を変更すると、そのビューに対しては、個人用オプションよりもビュ
ープロパティのほうが優先されます。
注: そのユーザーのすべてのファイルに対するファイル ステータス情報を制御する個人用オプションも設定できます（ファ
イル ステータスに関するビュープロパティが設定されているビュー内にあるファイルを除く）。

ビューに適用されるファイル ステータス プロパティを設定するには：
1

ビュー

2

リポジトリ グループ ボックスで、集中 オプション ボタンか フォルダ単位 オプション ボタンを選択します。

プロパティ... を選択して、ビューのプロパティ ダイアログ ボックスを開き、名前 ページを選択します。

作業フォルダ（共有ネットワーク ドライブ上など）を複数のユーザーで共有している特別な場合は、[フォルダ単位] オ
プションが一番役に立ちます。
たとえば、複数のユーザーが共有作業フォルダに対してファイルをチェックインやチェックアウトする場合を考えます。
これらのユーザーがファイル ステータスに [集中] オプションを設定していた場合、ステータスは、ユーザーそれぞれ
のコンピュータに保存されます。 ユーザーが作業フォルダ内のファイルを変更した場合は常に、そのファイルのステー
タスは、そのユーザーのコンピュータでのみ更新されます。 このため、他のユーザー全員には、そのファイルのステー
タスが、不明 と表示されます。 作業が進むにつれ、すべてのファイルが変更され、すべてのファイルのステータスが、
すべてのユーザーに対して 不明 になってしまう可能性があります。 [フォルダ単位] オプションを使用した場合は、ス
テータスが、作業フォルダ自身の中で更新されます。 このため、ユーザー全員がこれらのステータス変更にアクセスで
き、不明 ステータスにはなりません。
3

OK をクリックします。

ヒント: デフォルト（集中） を選択すると、個人用オプション 設定を使用するように戻ります。

関連概念
個人用オプション
ビューの適切な使用
関連手順
個人用オプションをカスタマイズする
ビューのプロパティを確認または変更する
関連参照
ファイル ステータス
チェックインとチェックアウトへのステータスの影響
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ファイルをプロジェクトに追加する
ファイルが適切な作業フォルダにある場合は、ファイルをプロジェクト フォルダに追加できます。

ファイルを StarTeam プロジェクト フォルダに追加するには：
1

StarTeam のリポジトリ フォルダに対応するローカル作業フォルダに、プロジェクトに追加するファイルを配置します。

2

StarTeam でプロジェクト ビューを開き、ファイルを追加するフォルダを選択します。

3

ツールバーの フィルタ のリスト ボックスで Files Not In View フィルタを選択します。
作業フォルダ内のファイルのうち、プロジェクト ビューに追加されていないファイルのみ表示します。

4

プロジェクトに追加するファイルを選択し ファイル

5

すべてのファイルに対する一般的な説明を ファイルの追加 ダイアログ ボックスで入力するか、または 各ファイルの説
明の入力を要求する チェックボックスをオンにします。

ファイルの追加... を選択します。

ファイルに適したロック ステータスを選択します。
注:

デフォルトは ロック解除 です。

6

処理ルールが適用されている場合は、処理アイテムをリンクおよび固定する チェックボックスをオンにして、新しいファ
イルを処理アイテムにリンクします。

7

アクティブな処理アイテムに対する作業が完了する場合には、選択した処理アイテムを解決/終了/完了としてマーク
する チェックボックスをオンにします。

8

追加処理中に選択した処理アイテムのプロパティを変更するためには、選択した処理アイテムのプロパティ エディタを
表示する チェック ボックスをオンにします。

9

オプションで、リビジョン ラベル フィールド用のドロップダウン リストからリビジョン ラベルを選択するか、またはラベル
名を入力して新しいリビジョン ラベルを作成します。
既存のラベルは、作成日時に基づいて古いものから順に一覧表示されています。

10 OK をクリックすると、ファイルが追加されます。

注: 詳細... をクリックして、詳細オプション（EOL 変換の実行やファイル エンコードの選択など）を選択することもできます。
EOL 変換は、個人用オプション ダイアログ ボックスの EOL 設定によって決まります。
新しいファイルをプロジェクトに追加すると、それらのファイルのステータスは ビュー外 から 最新 に変わります。
追加時に 作業ファイルの削除 チェックボックスをオンにした場合、新しいファイルのステータスは、作業ファイルなし に変
わります。
関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
個人用オプションをカスタマイズする
データをフィルタリングする
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ファイルを開くおよび編集する
ファイルが 最新 ステータスの場合は、StarTeam 内から直接ファイルを開くことができます。 デフォルトのエディタ（メモ帳ま
たは代替エディタ）でファイルを開くこともできます。 そのファイルが実行可能ファイル（.bat ファイルなど）の場合、または
関連付けられたアプリケーションがないファイルの場合、アプリケーションからそのファイルを編集するには、編集 コマンド
を使う必要があります。
StarTeam でファイルを開くと、以下のいずれかで処理されます。

♦ 実行可能ファイル（autoexec.bat など）の場合は、そのファイルが実行されます。
♦ 実行可能ファイルではなく、それに関連付けられたアプリケーションもない場合は、エラー メッセージが表示されま
す。

♦ そのファイルに関連付けられたアプリケーションで、ファイルが開きます。 たとえば、.doc ファイルの場合は、Microsoft
Word でファイルが開きます。 ただし、これは、選択したファイルの拡張子に対してオペレーティング システムに "open"
アクションのファイル関連付けが存在する場合にのみ機能します。

StarTeam 内からファイルを開くには：
1

上部ペインの ファイル タブをクリックします。

2

ファイル

開く を選択する、またはファイルをダブルクリックします。

関連付けられたアプリケーションでファイルが開かない場合は、選択したファイル タイプに対して関連付けが作成されてい
ない可能性があります。 アプリケーションとファイル タイプを関連付ける手順については、オペレーティング システムのドキ
ュメントを参照してください。

StarTeam でファイルを編集するには：
1

上部ペインの ファイル タブをクリックします。

2

ファイル

編集 を選択する、またはファイルを右クリックして 編集 を選択します。

注: デフォルトのエディタでファイルが開きます。下の説明どおりに代替エディタを設定していない場合は、メモ帳で開きま
す。

StarTeam のデフォルト エディタを変更するには：
1

ツール

2

代替アプリケーション... をクリックして、代替アプリケーション ダイアログ ボックスを開きます。

3

エディタ チェックボックスをオンにして、デフォルト アプリケーションとして使用するエディタの実行ファイルを参照しま
す。

4

適切な オプション をすべて入力し、OK をクリックします。

個人用オプション... を選択し、ファイル タブを選択します。

注: Windows 以外のシステムでは、個人用オプション ダイアログ ボックスの ファイル または フォルダ タブにある 次のア
プリケーションで開く テキストボックスに代替アプリケーションでファイルの起動に使用するコマンドを指定します。
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関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
関連参照
ファイル オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
フォルダ オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
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ファイル保存オプションを設定する
StarTeam では、ワークステーション上で一元管理される場所にある作業フォルダか、各作業フォルダの子フォルダ（.sbas
という名前）にファイルのステータス情報を保存します。 その情報の保存方法と保存場所は、以下のいずれかで制御でき
ます。

♦ 特定のビューに適用されるファイル ステータス保存方式を設定する。 通常、個人用オプションとして選択した保存方
式がこのビュー プロパティのデフォルトになります。 ただし、特定のビューに適用される保存方式を選択できます。
その場合は、その設定が個人用オプションに優先します。

♦ ユーザーのすべてのファイルのステータス情報を制御する個人用オプションから、すべてのファイルに適用されるフ

ァイル ステータス保存方式を設定する。 この設定は、ファイル ステータスプロパティを設定していないビューに属す
るすべてのファイルに適用されます。

特定のビューに適用されるファイル ステータス保存方式を設定するには：
1

ビュー

2

リポジトリ グループ ボックスで、集中 または フォルダ単位 を選択します。

プロパティ... を選択して、ビューのプロパティ ダイアログ ボックスを開きます。

集中 リポジトリ オプションでは、共有作業フォルダから StarTeam に対してすべての複数ユーザーがファイルをチェッ
クインやチェックアウトする場合は、ファイル ステータスは、ユーザーの各コンピュータに保存されます。 ユーザーが作
業フォルダ内のファイルを変更した場合は常に、そのファイルのステータスは、そのユーザーのコンピュータでのみ更
新されます。 このため、他のユーザー全員には、そのファイルのステータスが、不明 と表示されます。 作業が進むに
つれ、すべてのファイルが変更され、すべてのファイルのステータスが、すべてのユーザーに対して 不明 になってしま
う可能性があります。
フォルダ単位 オプションを使用すると、複数のユーザーで作業フォルダを共有している場合に非常に便利です。これ
は各自の作業フォルダ内でステータスが更新されるからです。 ユーザー全員がこれらのステータスの変更をアクセス
でき、不明 ステータスにはなりません。
3

OK をクリックします。

すべてのファイルに適用されるファイル ステータス保存方式を設定するには：
1

ツール

2

リポジトリ グループ ボックスで、集中 または フォルダ単位 オプションを選択します。

3

OK をクリックします。

個人用オプション... を選択し、ファイル タブを選択します。

関連概念
個人用オプション
チェックインとチェックアウトの概要
関連手順
個人用オプションをカスタマイズする
関連参照
ファイル ステータス
チェックインとチェックアウトへのステータスの影響
ファイル オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
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ファイル名を変更する
プロジェクトのファイル名を変更する場合は、StarTeam 内で名前を変更しなければなりません。 これによって、そのファイ
ルに関連付けられたプロパティ（履歴やリンクなど）が維持されます。 ただし、ビューやアイテムを、名前を変更する前の構
成までロール バックしても、古い名前は復元されません。 これによって、問題が生じる場合があります。 たとえば、以前の
ビルドやリリースのセットアップ スクリプトが、古い名前を使っているために失敗する場合です。
アプリケーションの外（Windows エクスプローラなど）でファイルの名前を変更すると、アプリケーションはそのファイルを新し
いファイルと見なします。 そのファイルを新しい名前で追加した場合、そのファイルには、元のファイルの履歴、リンク、その
他のプロパティは引き継がれません。

ファイル名を変更するには：
1

上部ペインで名前を変更するファイルを選択します。

2

次のいずれかを行います。

♦ ファイル

プロパティ... を選択します。

♦ 選択したファイルを右クリックし、プロパティ... を選択します。
♦ プロパティ ツールバー ボタンをクリックします。
3

ファイル<名前>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスの 全般 タブをクリックします。

4

名前 を変更し、OK をクリックします。

StarTeam により StarTeam リポジトリと作業フォルダ内でファイル名が変更されます。
関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
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ファイル注釈ツールを使用する
ファイル注釈ツールでは、StarTeam の任意のテキスト ファイルに対する変更に関する履歴情報を表示します。

ファイル注釈ツールを使用するには：
1

メイン メニューから、ツール

ファイル注釈 を選択し、ファイル注釈ツールを有効にします。

ファイル注釈ツールは、現在のクライアント セッションで開いているすべてのビュー ウィンドウに対して有効になりま
す。
2

ファイル タブからテキスト ファイルを選択して、チップ リビジョンの完全な注釈情報を表示したり、履歴 タブからファイ
ルを選択し、ファイルの特定バージョンに対する変更を表示します。
注:

アイテムがテキスト ファイルの場合は、注釈情報は リンク タブからも表示できます。

ファイル比較ツールと同様に、ファイル注釈ツールは、StarTeam ウィンドウの下にある組み込みペインで選択したファ
イルの内容が表示されます。 ファイル注釈ペインのサイズを変更すると、クライアントでは次回にビュー ウィンドウを
開いたときに同じ場所に自動的にペインの区切りバーが表示されます。
行ごとに、ファイルのこの初期ビューに次の注釈情報が表示されます。

♦ それぞれの変更を実行したユーザーの名前。
♦ リビジョンにリンクされている各処理アイテムへのリンク。
♦ 変更されたファイル リビジョンのドット記法は、該当リビジョンの内容に対する実際の変更の表示にリンクされて
います。

♦

情報 アイコンは、ファイル リビジョンやリンクされた処理アイテムに関する詳細情報（変更時刻やコメントな
ど）を表示します。

選択ファイルの以前のバージョンで追加、編集、または削除された特定行を表示するには：
1

表示するファイル リビジョンのドット記法リンクをクリックします。
新しいページが開き、1 行ごとに、ファイルの選択リビジョンでの変更が表示されます。

2

次の表に説明したアイコンを使用して、レビューする選択ファイルの各バージョンに対する変更の間を移動します。

ファイル注釈ツールのアイコン

このアイコンをクリックすると、前のページに移動します。
このアイコンをクリックすると、次のページに移動します。
このアイコンをクリックすると、ファイルの最後に移動します。
このアイコンをクリックすると、ファイルの最初に移動します。
このアイコンをクリックすると、ファイルの最初の変更行に移動します。
このアイコンをクリックすると、ファイルの最後の変更行に移動します。
このアイコンをクリックすると、ファイルの次の変更行に移動します。
このアイコンをクリックすると、ファイルの前の変更行に移動します。
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このアイコンは行がファイルに追加されていることを示します。 追加行のテキストは緑色です。
このアイコンは各行が修正されていることを示します。 修正行のテキストは青色です。追加は緑色で強調されて、削除は赤の取
り消し線効果で強調されています。
このアイコンは各行がファイルから削除されていることを示します。 削除行のテキストには、赤の取り消し線効果が付いていま
す。
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フォルダおよびファイルを非表示にする
フォルダ<名前>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスを使用すると、可視 プロパティを設定してフォルダや内部のファイル
を表示対象から除外することができます。

フォルダを非表示にするには：
1

以下のいずれかの操作を実行して、フォルダ<名前>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスを開きます。

♦ フォルダ タブのフォルダをダブルクリックします。
♦ フォルダ ツリー でフォルダを右クリックし、プロパティ... を選択します。
2

フォルダ<名前>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスで 名前 タブを選択し、可視 チェックボックスをオフにし、フォル
ダと内部のファイルを非表示にします。

3

OK をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。これで、フォルダのプロパティが保存されます。

注: フォルダを再び表示するには、フォルダ<名前>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスの 可視 チェックボックスをオン
にします。
関連概念
フォルダとパスの概要
ファイル
フォルダ
関連手順
プロジェクトからのファイルおよびフォルダを除外する
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
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フォルダとアイテムを削除する
次の手順で、StarTeam クライアントでのフォルダとアイテムを削除する方法を説明します。 ビューまたはプロジェクトでフォ
ルダを削除することなく、ユーザーの作業フォルダを削除する方法も説明します。

StarTeam フォルダを削除するには：
1

プロジェクト ビューで削除するフォルダを選択します。
左側のフォルダ階層ツリーまたは上部ペインの フォルダ タブで選択できます。

2

選択したフォルダを右クリックし、削除 を選択します。
削除の確認を求めるダイアログ ボックスが表示されます。

3

オプションで、作業フォルダの削除 チェックボックスをオンにして、ユーザーのローカル フォルダとその内容を削除対
象に含めます。

4

はい をクリックすると、フォルダが削除されます。

StarTeam により選択フォルダと内部のすべてのファイルとサブフォルダが削除されます。

ローカル フォルダのみを削除するには：
1

プロジェクト ビューで削除するフォルダを選択します。
左側のフォルダ階層ツリーまたは上部ペインの フォルダ タブで選択できます。

2

選択したフォルダを右クリックし、ローカル フォルダの削除 を選択します。
ダイアログ ボックスが開き、選択フォルダと内部のすべてのファイルとサブフォルダを本当に削除するかどうか確認メ
ッセージが表示されます。

3

はい をクリックします。

アイテムを削除するには：
1

上部ペインで削除する（複数）アイテムを含む、次のタブをクリックします： ファイル、変更要求、要件、タスク、トピック
があります。

2

削除する（複数）アイテムを選択します。

3

選択した（複数）アイテムを右クリックし、削除 を選択します。

関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
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プロジェクトからのファイルおよびフォルダを除外する
ファイルのタイプによっては、作業フォルダには存在するものの、プロジェクトには決して追加されないものがあります。 た
とえば、ファイルを保存するたびにそのファイルの自動バックアップ コピー（.bak ファイル）を作成するアプリケーションでフ
ァイルを作成しているとします。 すると、作業フォルダには .bak ファイルが複数作成されると考えられますが、それらをチ
ェックインする必要はありません。 この場合、それらのファイルはプロジェクト ビューから除外すると良いでしょう。
除外リストを親フォルダから継承することもできます。

プロジェクトからファイルを除外するには：
1

フォルダ階層ツリーから、または上部ペインの フォルダ タブからフォルダを選択します。
注:

ビュー外のフォルダ内のファイルも除外できますが、実行するにはルート フォルダを選択する必要
があります。

2

選択したフォルダを右クリックし、プロパティ... を選択し フォルダ<名前>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスを開き
ます。

3

除外 タブを選択します。
注:

4

除外 タブでの設定は、すでにプロジェクトの一部になっているファイルには影響を与えません。

以下のいずれかを選択します。

♦ 継承した除外リストとローカル除外リストを使用する： このフォルダに設定されている除外リスト指定と親フォル

ダの除外リスト指定に一致するファイルを除外する場合。 ローカル除外リスト テキスト ボックスにファイルの指
定がまだ入力されていなければ、入力します。

♦ ローカル除外リストを使用する： このフォルダに設定されている除外リスト指定に一致するファイルを除外する場
合。 ローカル除外リスト テキスト ボックスにファイルの指定がまだ入力されていなければ、入力します。

♦ 除外リストを使用しない： すべてのファイルを含めます。
5

ファイルが一致するか調べるために使用する（複数）のファイルの指定を入力します。
標準的な表現（* と ? ワイルドカード）は、カンマ、スペース、またはセミコロンで区切って入力します。 カンマ、空白、ま
たはセミコロンをファイル指定の一部に使用する場合は、二重引用符で指定を囲みます。
末尾の / 文字は、ビュー外のフォルダが除外されていることを表します。 たとえば、bin/ により、bin という名前のビ
ュー外のフォルダはすべて、フォルダ ツリーから除外されます。
注:

\ 文字は機能しません。エスケープ文字として処理されます。

関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
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リンクされたファイルを選択する
上部ペインのコンポーネント タブから直接、リンクされたアイテムと関連付けされたすべてのファイルをすぐに選択できま
す。 リンクされたファイルを選択する方法は次のとおり 2 つあります。

♦ アイテムにリンクされたファイルのみ選択できます。
♦ ファイル ペインで既存のファイル選択にアイテムをリンクしたファイルを追加できます。

特定のアイテムにリンクされているすべてのファイルを選択するには：
1

上部ペインで、ファイルにリンクされたアイテムを含むコンポーネント タブをクリックして、アイテムを選択します。

2

選択アイテムを右クリックし、リンクされたファイル

選択内容に追加 を選択します。

StarTeam により、上部ペインが ファイル ペインに切り替えられ、すべての子孫ビュー が有効になり、アイテムにリンクされ
たすべてのファイルが既存のファイル選択に追加されます。
注: この操作を実行するためには、現在のビューで選択したアイテムにファイルがリンクされている必要があります。
関連概念
リンク： 内部および外部
チェックインおよびチェックアウトの関連操作
関連手順
内部または外部からアイテムをリンクする
特定リビジョンをリンクする
リンクされた変更要求を確認する
リンクされたファイルをチェックインおよびチェックアウトする
リンクのプロパティをカスタマイズする
ファイルを処理アイテムにリンクする
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ロックされていないファイルを読み取り専用に設定する
ファイルを排他的または非排他的にロックしておかないとチェックインできないことにユーザーが気づいた頃には、そのファ
イルをすでに編集してしまっていたということがよくあります。 もしファイルが読み取り専用であれば、こうした間違いを犯す
可能性は低くなります。

ロックされていないファイルを読み取り専用にするには：
1

メニュー バーから プロジェクト

プロパティ... を選択します。

プロジェクトのプロパティ ダイアログが表示されます。
2

オプション タブを選択します。

3

ロックされていない作業ファイルを読み取り専用としてマークする チェックボックスをオンにします。この設定は、アプリ
ケーション内や、サードパーティ製アプリケーションとの統合環境内でロックされていないファイルに適用されます。
このチェック ボックスをオフにした場合は、オペレーティング システムを使用してファイルの読み取り専用属性を読み
取り/書き込み可能に変更する必要があります。
これで、以下のファイル操作が実行される際には、ロックされていないファイルの作業コピーは読み取り専用となりま
す。

♦ ファイルのチェックイン
♦ ファイルのチェックアウト（ファイル ペインまたは 履歴 ペインから実行する場合）
♦ ファイルのロック解除

注: このプロジェクト プロパティは、個人用オプションにある同じ ロックされていない作業ファイルを読み取り専用としてマー
クする オプションの設定に優先します。 このプロパティ（または、これと同等の個人用オプション）を選択した後に気が
変わった場合は、どのファイルも書き込み可能でないことを確かめてから、このチェック ボックスをオフにします。 次
に、すべてのファイル（または、読み取り専用ファイルだけ）を強制チェックアウトしてロックします。 最後に、それらのフ
ァイルのロックを解除します。
関連概念
プロジェクトの概要
処理アイテムの概要
関連手順
プロジェクトを作成する
プロジェクトのプロパティを表示または変更する
プロジェクト名または説明を変更する
リビジョン コメントの入力を強制する
チェックイン時に排他的ロックを強制する
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前のファイル リビジョンを表示する
デフォルト エディタか、当該ファイル タイプが登録されているアプリケーションのいずれかを使って、前のファイル リビジョン
の内容を確認できます。

リビジョンの内容を確認するには：
1

ファイル タブで、リビジョンを確認するファイルを選択します。

2

下部ペインの 履歴 または ラベル ペインで、確認する特定のリビジョンを選択します。

3

選択したアイテムを右クリックし、コンテキスト メニューを開き、次のいずれかを選択します。

♦ リビジョンを一時ファイルにコピーし、それをデフォルト エディタ（メモ帳か、個人用オプション ダイアログ ボックス
で指定した代替エディタ）で表示する場合は、リビジョン内容の表示 を選択します。

♦ リビジョンを一時ファイルにコピーし、関連付けられたアプリケーションで表示する場合は、リビジョンの内容を開
く を選択します。
注:

クライアントによりシステムのローカル一時ディレクトリに一時ファイルが作成されます。 たとえば、
Windows システムでは、一時ファイルは、C:\Documents and Settings\<ユーザー>\Local
Settings\Temp フォルダに作成されます。 クライアントを終了すると、ファイルがシステムから削除
されます。

関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
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古いリビジョンのファイルをチェックアウトする
履歴 ペインでファイルの以前のリビジョンを簡単にチェックアウトできます。 現在の作業フォルダにチェックアウトして現在
のファイルに上書きする、または別の場所にチェックアウトするか選択できます。

ファイルの以前のリビジョンをチェックアウトするには：
1

上部ペインの ファイル タブをクリックし、ファイルを選択します。

2

下部ペインの 履歴 タブまたは ラベル タブをクリックし、チェックアウトするリビジョンを選択します。

3

選択ファイルを右クリックし、チェックアウト または チェックアウト先... を選択します。
チェックアウト ダイアログ ボックスが開きます。

4

チェックアウト ダイアログ ボックスで、「ファイルをチェックアウトする」の手順で説明したとおりに、ファイルをチェックア
ウトします。

関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
旧リビジョンのファイル内容を比較する
履歴プロパティを比較する
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
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同時ファイル編集を有効にする
Visual Studio などのアプリケーション統合環境からアクセスしたときにファイルがどのようにロックされるかは、統合環境で
は非排他的ロックを使用する という個人用オプションの設定によって変わってきます。 このチェック ボックスをオンにした場
合、ファイルをロックすると（たとえば、チェックアウト操作の一環として）、排他的ロックではなく非排他的ロックが生成されま
す。
排他的ロックの場合、ファイルをロックしたユーザーのみがそのファイルをチェックインできます。 非排他的ロックの場合、
他のユーザーもロックされたファイルをチェックインできます。 排他的ロックは最も安全ですが、非排他的ロックも良く使わ
れます。テキスト ファイルの場合、ファイル比較/マージを使って簡単にマージできるからです。 非排他的ロックを使用する
と、複数のユーザーが同時にファイルを編集できます。 複数のチーム メンバがファイルの同一行を編集していなければ、
通常、マージしたファイルで競合は起きません。
開発環境（Visual Studio とのインテグレーションなど）用のインテグレーション統合パッケージを使用している場合、プロジェ
クトのプロパティ ダイアログ ボックス（オプション タブ）の ファイルのチェックイン時に排他的ロックが必要 と、個人用オプシ
ョン ダイアログ ボックス（ファイル タブ）の 統合環境では非排他的ロックを使用する が両方ともオンになっていると、その
開発環境からファイルをチェックインできません。 管理者が通常、ファイルのチェックイン時に排他的ロックが必要 チェック
ボックスの設定を決定します。 しかし、個人用オプションは、ユーザーが自分のワークステーション用に設定します。

統合環境で非排他的ロックを使用するには：
1

ツール

2

ファイル タブをクリックして、統合環境では非排他的ロックを使用する チェック ボックスをオンにします。

3

OK をクリックします。

個人用オプション... を選択して、個人用オプション ダイアログ ボックスを開きます。

注: 統合環境では非排他的ロックを使用する チェックボックスがオンで、チェックイン時に問題が発生した場合は、オフにし
て試行してください。 場合により、管理者に、ファイルのチェックイン時に排他的ロックが必要 チェックボックスの設定を
問い合わせる必要があります。
関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
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変更要求で作業する
変更要求での作業に関連するタスクについて説明します。
このセクションの内容
アイテムをロックおよびロック解除する
アイテムをロックおよびロック解除する方法を説明します。
クエリを使用して変更要求を選択する
クエリを使用して変更要求を選択する方法を説明します。
リンクされた変更要求を確認する
リンクされた変更要求を確認する方法を説明します。
内部または外部からアイテムをリンクする
同じビュー内にあるフォルダおよびアイテムの両方を内部的にリンクする方法、もしくは、2 つの異なるサーバーま
たは構成上にあるアイテムを外部的にリンクする方法について、説明します。
変更要求のコメントを追加する
コメントを変更要求に追加する方法を説明します。
変更要求のフィールドを表示する
変更要求の特定フィールドを表示する方法を説明します。
変更要求の概要情報を指定する
変更要求の概要情報を指定する方法を説明します。
変更要求の添付ファイルを追加する
変更要求に添付ファイルを含める方法を説明します。
変更要求の解決策を指定する
変更要求の解決策を指定する方法を説明します。
変更要求の説明を入力する
変更要求の説明を入力する方法を説明します。
変更要求をソートおよび分類する
変更要求をソートおよび分類する方法を説明します。
変更要求を作成する
変更要求を作成する方法を説明します。
変更要求を割り当てる
変更要求を割り当てる方法を説明します。
変更要求フィルタをカスタマイズする
データの現在の配置を基に変更要求フィルタを作成する方法を説明します。
変更要求リストで作業する
変更要求リストで作業する方法を説明します。
変更要求レポートをカスタマイズする
変更要求レポートをカスタマイズする方法を説明します。
変更要求用カスタム オプションを変更する
変更要求用カスタム オプションを変更する方法を説明します。
対応開始された変更要求を解決する
対応開始された変更要求を解決する方法を説明します。
検証が終了した変更要求を対応完了にする
検証が終了した変更要求を対応完了にする方法を説明します。
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解決済み変更要求を検証する
解決済み変更要求を検証する方法を説明します。
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アイテムをロックおよびロック解除する
ファイル内容の変更や、アイテム プロパティの編集を行う前に、そのファイルまたはアイテムを排他的にロックする必要が
あります。 これによって、変更する予定であることが他のチーム メンバに通知されます。 ファイル、変更要求、要件、タス
ク、トピックはすべて、ロックすることが可能です。
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。 任意の種類のアイテムのロックとロック解除を、別々の操作として実行できます。 また、ファイルのロックとロッ
ク解除は、チェックインおよびチェックアウト処理の一部として実行することもできます。
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。 通
常は、タイトル バーに 読み取り専用 の文字と、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。

ツールバーを使用してアイテムをロックするには：
1

上部ペインで（複数の）アイテムを選択します。

2

ツールバーにある ロック ボタンをクリックします。

選択されたアイテムが排他的にロックされ、そのアイテムをロックしているユーザーとして自分の名前が一覧表示されま
す。

メニューを使用してアイテムをロックするには：
1

左側のフォルダ階層ツリーからフォルダを選択します。

2

上部ペインでコンポーネント タブ（監査 を除く）をクリックします （監査アイテムはロックできません）。

3

上部ペインでアイテムを右クリックし、ロック/ロック解除... を選択します。
自分のロック ステータスの設定 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： 選択されたアイテムに関する排他的または非排他的ロックを解除します。
♦ 排他的： 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（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）。

♦ 非排他的： 自分がそのアイテムに関して作業しており、変更を加える可能性があることを示します（ファイル以外
のアイテムにはお勧めできません）。

5

オプションで、既存ロックの強制解除 チェックボックスをオンにすると、アイテムに関する他のチーム メンバのロックを
強制解除します。
電子メールが有効になっている場合は、StarTeam から、ロックが強制解除されたチーム メンバにそのことを知らせる
電子メール メッセージが送信されます。
注:

他のチーム メンバのロックを強制解除できる適切な特権が許可されている必要があります。

アイテムをロック解除するには：
1

ロックされたアイテムを選択します。

2

ツールバーにある ロック解除 ボタンをクリックします。
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関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
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クエリを使用して変更要求を選択する
単純または複合クエリを使用して、特定の基準を満たす変更要求を表示するように制限できます。

クエリを使用して変更要求を選択するには：
1

上部ペインで 変更要求 タブを選択します。

2

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。

3

クエリ ダイアログ ボックスで既存のクエリを選択します。

4

選択 をクリックしてクエリを変更要求リストに適用します。

5

「クエリを作成する」の手順に従い、新しいクエリを定義します。

関連概念
変更要求
クエリ
関連手順
変更要求レポートをカスタマイズする
クエリを作成する
変更要求で作業する
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リンクされた変更要求を確認する
1 つ以上の変更要求がリンクされたファイルをチェックインする場合、そのファイルと関連付けられたすべての変更要求の
確認も行うことが推奨されます。

リンクされた変更要求を確認するには：
1

上部ペインで、変更要求にリンクされたファイルを選択します。

2

ファイル

チェックイン... を選択します。

チェックイン ダイアログ ボックスが開きます。
3

詳細... をクリックし、詳細オプション ダイアログ ボックスを開きます。

4

変更要求を表示 をクリックします。
詳細オプション ダイアログ ボックスの下の部分が広がり、このビューにリンクされた変更要求 リストが表示されます。
注:

チェックインしようとしている複数のファイルに変更要求がリンクされている場合でも、変更要求はリ
スト内に 1 回しか表示されません。 変更要求が複数のファイルにリンクされているとき、リストには
それらのうち 1 つのファイルの名前だけが表示されます。

5

オプションで、変更要求をダブルクリックしてそのプロパティを確認または編集します。

6

オプションで、選択した変更要求を解決済みとしてマークする チェック ボックスをオンにします。
このチェック ボックスをオンにすると、StarTeam はチェックイン処理の一環として、選択されているが未解決の変更要
求を 解決 としてマークします。

関連概念
リンク： 内部および外部
チェックインおよびチェックアウトの関連操作
関連手順
内部または外部からアイテムをリンクする
特定リビジョンをリンクする
リンクされたファイルをチェックインおよびチェックアウトする
リンクされたファイルを選択する
リンクのプロパティをカスタマイズする
ファイルを処理アイテムにリンクする
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内部または外部からアイテムをリンクする
この手順では、同じサーバー構成内にある 2 つのアイテム間で内部的にリンク付けする方法、もしくは、別のサーバー構成
上に配置されている 2 つのアイテム間でリンク付けする方法（外部リンク と呼ぶ）について説明します。
StarTeam で扱うアイテムには、ファイル、変更要求、要件、タスク、そしてトピックがあります。 リンク とは、2 つのフォル
ダ、2 つのアイテム、あるいは 1 つのフォルダと 1 つのアイテムの間の関係のことです。 リンクを作成すると、非常に役に
立ちます。 たとえば、ファイルを変更要求にリンクすると、編集済みのファイルをチェックインしたときに、変更要求に修正済
みのマークを付けることができます。 また、ファイルと、それらのファイルが満たす要件について記述したドキュメントをリン
クすると、ドキュメントの参照や更新が容易になります。
ある特定のアイテムに同じタイプのいくつかのアイテムをリンクする場合は、複数のリンクを同時に作成できます。 たとえ
ば、1 つのファイルにいくつかの変更要求をリンクする場合などがあります。 この操作を行うには、フォルダ ツリー メニュ
ー、コンポーネント メニュー、コンテキスト メニュー、またはツールバーの リンクの作成/完了 ボタンを使用してリンクを作
成します。
注: 別のサーバー構成上にあるアイテム間に外部リンクを作成する場合、 双方のサーバー構成が、Cross-Platform Client
内で開かれていて、外部リンクを作成、参照できる状態である必要があります。

フォルダまたはアイテムを（複数）アイテムにリンクするには：
1

次のいずれかの方法で、リンク プロセスを開始します。

♦ リンクしたいアイテムがあるサーバー構成とビューを開きます。 別のサーバー構成上にある 2 つのアイテムをリ
ンクする場合には、Cross-Platform Client 上でその両方のサーバー構成とビューを開きます。

♦ フォルダ階層から、または上部ペインの フォルダ タブからフォルダを選択します。
♦ 上部ペインのコンポーネント タブ（ファイル、変更要求、要件、トピック、または タスク）で（複数）アイテムを選択
します。
注:
2

以下の手順では、2 つのフォルダを互いにリンクできません。

コンポーネント タブの（複数）選択アイテムを右クリックし、リンク

リンクの作成 を選択します。

リンク メニューは、選択したコンポーネント タブに対応するコンポーネント メニューでも利用できます。
マウス ポインタが、結ばれたひもに変わります。
注:
3

最初に上部ペインからアイテムを選択した場合は、ツールバーの リンクの作成/完了 ボタンも使用
できますが、フォルダを選択した場合はこのボタンは無効になっています。

リンクの終端となるフォルダまたはアイテム（複数可）を、同じ構成または外部のサーバー構成から選択します。 この
終端には、次のものを指定できます。

♦ StarTeam フォルダ（先にフォルダを選択している場合を除く）
♦ （複数の）他のファイル
♦ （複数の）変更要求
♦ （複数の）要件
♦ （複数の）トピックまたはレスポンス
♦ （複数の）タスクまたはサブタスク
すべてのアイテムを探すには、別のコンポーネントタブに切り換えるか、またはツールバーの すべての子孫 ボタンを
使用する必要があります。
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4

フォルダ メニュー、コンポーネント メニュー、またはコンテキスト メニューで リンク
ツールバーの リンクの作成/完了 ボタンを再度クリックします。

リンクの完了 を選択、あるいは

フォルダにアイテムをリンクする場合は、このボタンは無効になっています。
5

次のいずれかの方法で、リンクが存在することを確認します。

♦ リンクされたアイテムを選択し、下部ペインの リンク タブをクリックして、そのアイテムへのリンクを表示します。
♦ リンクされたフォルダを右クリックし、プロパティ... を選択し フォルダ<名前>、リビジョン<番号> ダイアログ ボック

スを表示します。 リンク タブをクリックして、リンクを表示します （リンクを表示するためのアクセス権がない場合
は、このダイアログに リンク タブが表示されません）。

リンクは、どちらの終端を選択しても表示できます。 選択したリンク対象は、フォルダの場合もアイテムの場合も、ソー
スと呼ばれます。 リンクのもう一方の終端はリンクターゲットと呼ばれ、リンク ペインの アイテムのタイプ 列に一覧表
示されます。
ヒント: リンクの作成を開始した後、完了する前にリンクの作成を中止する場合は、フォルダ ツリー メニュー、コンポーネン
ト メニュー、またはコンテキスト メニューから リンク リンクのキャンセル... を選択できます。 ツールバーの リンク
の作成/完了 ボタンを使用している場合は、ESC キーを押します。

関連概念
リンク： 内部および外部
関連手順
特定リビジョンをリンクする
リンクされたファイルをチェックインおよびチェックアウトする
リンクされたファイルを選択する
ファイルを処理アイテムにリンクする
外部リンクを作成する
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変更要求のコメントを追加する
変更要求にコメント（変更要求プロパティを変更した理由など）を追加できます。

変更要求にコメントを追加するには：
1

コメント タブをクリックします。
注:

2

新規リビジョンのコメント テキスト ボックスにユーザーのコメントを入力します。
注:

3

[このリビジョンのコメント] には、変更要求の現在のバージョンに対してのみ入力されたすべてのコ
メントが一覧表示されます。 つまり、変更要求を変更し、コメントを入力するたび、変更要求を保存
するとき、古いコメントは新しいコメントで置き換わります。

この変更要求のプロパティを変更してから、コメントを入力する必要があります。

適用 をクリックして変更を保存します。

関連概念
変更要求
関連手順
変更要求の概要情報を指定する
変更要求の説明を入力する
変更要求の解決策を指定する
変更要求用カスタム オプションを変更する
変更要求の添付ファイルを追加する
関連参照
変更要求
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変更要求のフィールドを表示する
変更要求に対して表示するフィールドの種類を選択できます。

変更要求の特定フィールドを表示するには：
1

列見出しを右クリックし、コンテキスト メニューから フィールドの表示... を選択します。
フィールドの表示 ダイアログ ボックスが表示されます。

2

CR 番号、提出者、および他の適切なフィールドが 以下のフィールドをこの順序で表示 リストに表示されていることを
確認します。

3

OK をクリックします。

関連概念
変更要求
関連手順
変更要求レポートをカスタマイズする
クエリを作成する
変更要求で作業する
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変更要求の概要情報を指定する
概要 タブで、変更要求に関する概要情報を定義し変更します。 概要情報には、変更要求の現在の担当者、ステータス、重
要度など重要な基準が含まれます。

変更要求の概要情報を指定するには：
1

概要 タブで、ステータス ドロップダウン リストはデフォルトの 新規 ステータスのままにしておくか、必要であれば別の
ステータスを選択します。

2

重要度 ドロップダウン リストから 高、中、または 低 を選択して、変更要求の重要度を指定します。
注:

高、中、低の各重要度の基準は通常、チーム リーダーが設定します。

3

変更要求が至急に対応を必要とする場合、優先度 リスト ボックスで あり を選択します。

4

タイプ リスト ボックスで 障害 または 提案 を選択して、変更要求のタイプを指定します。

5

プラットフォーム ドロップダウンで、変更要求が適用されるプラットフォームを選択します。

6

概要 テキスト ボックスに変更要求の簡単な説明を入力します。 このテキスト ボックスに 20 KB までのテキストを入力
できますが、使用しているデータベースでの許容サイズがこれよりも小さい場合があります。

7

担当者 ドロップダウン リストで、この変更要求の修正に責任を持つチーム メンバの名前を選択します。

8

適用 をクリックして変更を保存します。

関連概念
変更要求
関連手順
変更要求の説明を入力する
変更要求の解決策を指定する
変更要求用カスタム オプションを変更する
変更要求の添付ファイルを追加する
変更要求のコメントを追加する
関連参照
変更要求
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変更要求の添付ファイルを追加する
変更要求に添付ファイルを含めるには：
1

添付ファイル タブをクリックします。

2

変更要求にファイルを添付する場合は、追加... をクリックします。

3

開く ダイアログ ボックスで、添付するファイルを選択します。

4

開く をクリックします。

5

オプションで、添付ファイルをさらに追加することもできます。

6

適用 をクリックして変更を保存します。

関連概念
変更要求
関連手順
変更要求の概要情報を指定する
変更要求の説明を入力する
変更要求の解決策を指定する
変更要求用カスタム オプションを変更する
関連参照
変更要求
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変更要求の解決策を指定する
解決策 タブで問題の回避策と指定し、変更要求の解決方法を記述します。

変更要求の解決策を指定するには：
1

解決策 タブをクリックします。

2

オプションで、回避策 テキスト ボックスに、問題を回避するために実行する手順を入力します。

3

オプションで、解決 テキスト ボックスに、問題の解決策を入力します。 解決 テキスト ボックスは通常、コードを修正す
るユーザーが最終的に完了します。 このテキスト ボックスに 20KB までのテキストを入力できますが、使用しているデ
ータベースでの許容サイズがこれよりも小さい場合があります。

4

適用 をクリックして変更を保存します。

関連概念
変更要求
関連手順
変更要求の概要情報を指定する
変更要求の説明を入力する
変更要求用カスタム オプションを変更する
変更要求の添付ファイルを追加する
変更要求のコメントを追加する
関連参照
変更要求
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変更要求の説明を入力する
説明 タブで、この変更要求の詳細情報と問題の再現手順を入力します。

変更要求用の説明を入力するには：
1

説明 タブをクリックします。

2

説明と再現手順 テキスト ボックスに、変更要求の詳細な説明を入力します。
問題の再現手順を含める、または機能強化要求の場合は、機能強化の詳細説明を入力します。

3

オプションで、テスト コマンド テキスト ボックスで、この変更要求に関するテストのパスを入力するか、[参照...] をクリッ
クしてパスを選択することもできます。

4

適用 をクリックして変更を保存します。

関連概念
変更要求
関連手順
変更要求の概要情報を指定する
変更要求の解決策を指定する
変更要求用カスタム オプションを変更する
変更要求の添付ファイルを追加する
変更要求のコメントを追加する
関連参照
変更要求
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変更要求をソートおよび分類する
特定の列のデータによって変更要求をソートする、または分類できます。

変更要求をソートまたは分類するには：
1

[変更要求] タブの列見出しをクリックすると、その列のデータに基づいて変更要求がソートされます。
注:

1 つの列のデータによってまず変更要求をソートまたは分類してから、別の列のデータを使う場合
は、次の手順を参照してください。 最大 4 レベルの基準で変更要求をソートまたは分類できます。

2

複数レベルで変更要求をソートまたは分類するには、列見出しを右クリックし、コンテキスト メニューから ソートと分
類... を選択します。 ソートと分類 ダイアログ ボックスが表示されます。

3

最初の基準 ドロップダウン リストから列のタイトルを選択します。

4

オプションで、この列のデータにより変更要求を分類するには、これを基準に分類する チェック ボックスをオンにしま
す。
これを基準に分類する チェック ボックスをオンにすると、変更要求は入れ子のリストで分類されるので、各グループで
変更要求を表示するために掘り下げる必要があります。 これを基準に分類する チェック ボックスをオフにすると、変
更要求は 変更要求 タブにすべて表示され、ソートと分類 ダイアログ ボックスでの選択オプションによりソートされてい
ます。
注:

デフォルトで、列データは内部キーまたは順序に基づいてソートまたは分類されます。 ソートのオプ
ション... ボタンを使用して、テキストとして（オプションで大文字と小文字を区別）データをソートまた
は分類するように選択できます。

5

手順 3 と 4 を繰り返し、最大 4 レベルでソート順、または分類を定義します。

6

OK をクリックします。

関連概念
変更要求
関連手順
変更要求レポートをカスタマイズする
クエリを作成する
変更要求で作業する
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変更要求を作成する
開発チームは、問題や機能強化を記録し、その解決や実装を追跡するために変更要求を作成します。 コンポーネント およ
び カテゴリ の各フィールドに入力できる内容についての指示など、変更要求の作成と内容を統制する特定のガイドライン
が多くのチームで採用されてきました。 そのようなガイドラインが存在する場合には、必ず従うようにします。

変更要求を作成するには：
1

変更要求の概要情報を 概要 タブで定義します。
変更要求の概要情報を指定する

2

変更要求を 説明 タブで定義します。
変更要求の説明を入力する

3

オプションで、一時的回避策を 解決策 タブに入力します。
変更要求の解決策を指定する

4

オプションで、カスタム変更要求のプロパティを カスタム タブに入力します。
変更要求用カスタム オプションを変更する

5

オプションで、変更要求に関連するファイルを 添付 タブで添付します。
変更要求の添付ファイルを追加する

6

オプションで、変更要求に関するコメントを コメント タブで追加します。
変更要求のコメントを追加する

7

OK をクリックして変更要求を保存します。 StarTeam により固有の番号が変更要求に割り当てられ、上部ペインに概
要情報が表示されます。

関連概念
変更要求
ユーザー ロールと StarTeam ドキュメント
関連参照
変更要求
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変更要求の概要情報を指定する
概要 タブで、変更要求に関する概要情報を定義し変更します。 概要情報には、変更要求の現在の担当者、ステータス、重
要度など重要な基準が含まれます。

変更要求の概要情報を指定するには：
1

概要 タブで、ステータス ドロップダウン リストはデフォルトの 新規 ステータスのままにしておくか、必要であれば別の
ステータスを選択します。

2

重要度 ドロップダウン リストから 高、中、または 低 を選択して、変更要求の重要度を指定します。
注:

高、中、低の各重要度の基準は通常、チーム リーダーが設定します。

3

変更要求が至急に対応を必要とする場合、優先度 リスト ボックスで あり を選択します。

4

タイプ リスト ボックスで 障害 または 提案 を選択して、変更要求のタイプを指定します。

5

プラットフォーム ドロップダウンで、変更要求が適用されるプラットフォームを選択します。

6

概要 テキスト ボックスに変更要求の簡単な説明を入力します。 このテキスト ボックスに 20 KB までのテキストを入力
できますが、使用しているデータベースでの許容サイズがこれよりも小さい場合があります。

7

担当者 ドロップダウン リストで、この変更要求の修正に責任を持つチーム メンバの名前を選択します。

8

適用 をクリックして変更を保存します。

関連概念
変更要求
関連手順
変更要求の説明を入力する
変更要求の解決策を指定する
変更要求用カスタム オプションを変更する
変更要求の添付ファイルを追加する
変更要求のコメントを追加する
関連参照
変更要求
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変更要求の説明を入力する
説明 タブで、この変更要求の詳細情報と問題の再現手順を入力します。

変更要求用の説明を入力するには：
1

説明 タブをクリックします。

2

説明と再現手順 テキスト ボックスに、変更要求の詳細な説明を入力します。
問題の再現手順を含める、または機能強化要求の場合は、機能強化の詳細説明を入力します。

3

オプションで、テスト コマンド テキスト ボックスで、この変更要求に関するテストのパスを入力するか、[参照...] をクリッ
クしてパスを選択することもできます。

4

適用 をクリックして変更を保存します。

関連概念
変更要求
関連手順
変更要求の概要情報を指定する
変更要求の解決策を指定する
変更要求用カスタム オプションを変更する
変更要求の添付ファイルを追加する
変更要求のコメントを追加する
関連参照
変更要求
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変更要求の解決策を指定する
解決策 タブで問題の回避策と指定し、変更要求の解決方法を記述します。

変更要求の解決策を指定するには：
1

解決策 タブをクリックします。

2

オプションで、回避策 テキスト ボックスに、問題を回避するために実行する手順を入力します。

3

オプションで、解決 テキスト ボックスに、問題の解決策を入力します。 解決 テキスト ボックスは通常、コードを修正す
るユーザーが最終的に完了します。 このテキスト ボックスに 20KB までのテキストを入力できますが、使用しているデ
ータベースでの許容サイズがこれよりも小さい場合があります。

4

適用 をクリックして変更を保存します。

関連概念
変更要求
関連手順
変更要求の概要情報を指定する
変更要求の説明を入力する
変更要求用カスタム オプションを変更する
変更要求の添付ファイルを追加する
変更要求のコメントを追加する
関連参照
変更要求
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変更要求用カスタム オプションを変更する
チーム リーダーが変更要求プロパティを追加していることがあります。 カスタム タブを使用してデフォルト プロパティを変
更できます。

変更要求用のカスタム オプションを変更するには：
1

カスタム タブをクリックします。

2

カスタム プロパティの名前をダブルクリックします。 プロパティの編集 ダイアログ ボックスが表示されます。

3

プロパティの新しい値を選択します。 整数型、テキスト型、および実数型のフィールドの場合は、値 はテキスト ボック
スです。 列挙型フィールドとユーザー ID の場合には、リスト ボックスになります。 日時の場合は、値 に 日付 チェッ
ク ボックスと 時刻 チェック ボックスが用意され、それぞれの後ろに現在のロケールに対応する形式で日付や時刻が
表示されます。

4

カスタム プロパティごとに手順 2 ～ 3 を繰り返します。

5

適用 をクリックして変更を保存します。

関連概念
変更要求
関連手順
変更要求の概要情報を指定する
変更要求の説明を入力する
変更要求の解決策を指定する
変更要求の添付ファイルを追加する
変更要求のコメントを追加する
関連参照
変更要求
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変更要求の添付ファイルを追加する
変更要求に添付ファイルを含めるには：
1

添付ファイル タブをクリックします。

2

変更要求にファイルを添付する場合は、追加... をクリックします。

3

開く ダイアログ ボックスで、添付するファイルを選択します。

4

開く をクリックします。

5

オプションで、添付ファイルをさらに追加することもできます。

6

適用 をクリックして変更を保存します。

関連概念
変更要求
関連手順
変更要求の概要情報を指定する
変更要求の説明を入力する
変更要求の解決策を指定する
変更要求用カスタム オプションを変更する
関連参照
変更要求
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変更要求のコメントを追加する
変更要求にコメント（変更要求プロパティを変更した理由など）を追加できます。

変更要求にコメントを追加するには：
1

コメント タブをクリックします。
注:

2

新規リビジョンのコメント テキスト ボックスにユーザーのコメントを入力します。
注:

3

[このリビジョンのコメント] には、変更要求の現在のバージョンに対してのみ入力されたすべてのコ
メントが一覧表示されます。 つまり、変更要求を変更し、コメントを入力するたび、変更要求を保存
するとき、古いコメントは新しいコメントで置き換わります。

この変更要求のプロパティを変更してから、コメントを入力する必要があります。

適用 をクリックして変更を保存します。

関連概念
変更要求
関連手順
変更要求の概要情報を指定する
変更要求の説明を入力する
変更要求の解決策を指定する
変更要求用カスタム オプションを変更する
変更要求の添付ファイルを追加する
関連参照
変更要求
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変更要求を割り当てる
変更要求の割り当ては、変更要求の状態、さらに変更要求の現在の担当者の割り当てを意味しています。

変更要求を割り当てるには：
1

適切なフォルダを選択し、上部ペインで 変更要求 タブをクリックします。
ヒント:

フォルダ内のすべての変更要求を検索するには、ツールバー上の すべての子孫 ボタンを選択
します。 必要に応じて、ステータスが 新規 であるすべての変更要求を検索するためのフィルタ
またはクエリを作成する、あるいは単に上部ペインで ステータス 列をソートしてすべての 新規
変更要求を検索できます。

2

変更要求を選択し、次に 変更要求 メニューまたはコンテキスト メニューから プロパティ... を選択します。 変更要求<
番号>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスが開きます。

3

設定を確認し、適切なステータスを決定します。 対応開始、重複、設計どおり、または 先送り を選択できます。

♦ 対応開始 を選択した場合は、担当者 プロパティを変更して、変更要求の説明に記述されているとおりに製品を
修正または機能強化するのに最適なユーザーを担当者にすることもできます。

♦ 重複 または 設計どおり を選択した場合、担当者 は変更要求を提出したユーザーに変更されます。 このような
仕様になっているのは、変更要求を提出したユーザーは、このステータス変更について把握し、検証する必要が
あり、場合によっては異議を申し立てる必要もあると想定しているためです。

4

適用 をクリックしてから、次へ >> または << 前へ ボタンをクリックして別の変更要求を確認します。

関連概念
変更要求
ユーザー ロールと StarTeam ドキュメント
関連手順
変更要求を作成する
関連参照
変更要求
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変更要求フィルタをカスタマイズする
上部ペインの変更要求コンポーネントにクエリの適用、ソート、分類、列の選択の操作を終えたら、上部ペインに表示されて
いる変更要求の配置をフィルタとして保存できます。 後からこのフィルタを任意の変更要求データに適用して、同じ配置で
データを表示できます。

現在の変更要求リストの表示状態用のフィルタを作成するには：
1

列見出しを右クリックし、コンテキスト メニューから 現在の設定を保存... を選択します。 現在の設定を保存 ダイアログ
が表示されます。

2

フィルタ名 テキスト ボックスにフィルタ名を入力します。

3

このフィルタをすべてのユーザーで使用する場合、パブリック チェック ボックスをオンに、このワークステーション上で
のみ使用する場合、チェック ボックスをオフにします。

4

OK をクリックします。 これで、フィルタ名が フィルタ ドロップダウン リスト ボックスに表示されるようになります。

関連概念
フィルタ
変更要求
関連手順
フィルタを作成する
事前定義フィルタを適用する
変更要求で作業する
変更要求レポートをカスタマイズする
関連参照
変更要求フィルタ
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変更要求リストで作業する
変更要求が上部ペインの [変更要求] タブに一覧表示されます。 列を移動し、列のデータで変更要求をソートし、フィルタや
クエリに基づいて表示を変更できます。 ここでは次の作業を行う方法も説明します。

♦ フォルダの変更要求リストを表示する。
♦ 未読変更要求を表示する。
♦ 変更要求を移動する
♦ 変更要求を共有する

変更要求リストを表示するには：
1

StarTeam フォルダの階層からフォルダを選択します。

2

上部ペインで 変更要求 タブを選択します。 現在のフォルダに対する変更要求リストは、プロジェクト ビュー ウィンドウ
の上部ペインに表示されます。 また、メニュー バーで 変更要求 メニュー項目が選択可能になります。
上部ペインには、以下の条件に該当するすべての変更要求が表示されます。

♦ StarTeam フォルダ階層から選択されたフォルダに入っている。
♦ フィルタ ドロップダウン リスト ボックスから選択されたフィルタの条件に一致する。
♦ すべての子孫 ボタンで指定された検索深度に一致する。

未読の変更要求を表示するには：
1

太字で表示されている変更要求を見つけます。 これらは、ユーザーが担当してる変更要求で、まだレビューしていな
いものです。
注:

2

標準スタイルで表示されている変更要求は、既読であるか、または自分の担当外の変更要求で
す。

[担当者] 列見出しをクリックして、自分の名前をスクロールして探します。 太字で表示されているすべての変更要求
は未読です。

変更要求を移動するには：
1

移動する変更要求を見つけます。 あるフォルダから別のフォルダに変更要求を移動できます。

2

変更要求をクリックして新しいフォルダにドラッグします。

変更要求を共有するには：
1

Ctrl キーを押しながら変更要求をクリックし、変更要求を共有する対象のフォルダにドラッグします。
注:

2

同じサーバー構成を使用する他のビューやプロジェクトと変更要求を共有することもできます。

[OK] をクリックし、アイテムの共有を承認します。
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関連概念
変更要求
ユーザー ロールと StarTeam ドキュメント
関連手順
変更要求を作成する
フィルタを作成する
クエリを作成する
フォルダとアイテムで作業する
関連参照
変更要求
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変更要求レポートをカスタマイズする
変更要求のレポート機能を使用すると、さまざまなレポートを作成できます。 ここでは、一定期間に解決された変更要求の
レポートを作成する例を説明します。

指定した期間中に解決した変更要求のレポートを作成するには：
1

フォルダ ツリー でルート フォルダを選択します。

2

変更要求 タブを選択します。

3

変更要求

4

変更要求 タブで、CR 番号、ステータス、変更日時、変更者 フィールドが表示されます。

すべての子孫 を選択します。

変更要求のフィールドを表示する
5

これらのフィールドを含むクエリを定義し、データ範囲を指定します。
最初の 変更日時 を指定し、終了日時が現在の日付ではない場合、AND 演算子を使用して、終了 変更日時 を指定
します。
クエリを使用して変更要求を選択する

6

変更要求をソート、分類します。最初の基準 ドロップダウン リスト ボックスから ステータス を選択し、これを基準に分
類する チェック ボックスをオンにします。
変更要求をソートおよび分類する

7

ステータス: 解決 グループを選択します。

8

変更要求

レポート... を選択し、解決済み変更要求が表示されたレポートを作成します。

関連概念
変更要求
関連手順
変更要求で作業する
変更要求フィルタをカスタマイズする
データをフィルタリングする
関連参照
フィールド
変更要求
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変更要求のフィールドを表示する
変更要求に対して表示するフィールドの種類を選択できます。

変更要求の特定フィールドを表示するには：
1

列見出しを右クリックし、コンテキスト メニューから フィールドの表示... を選択します。
フィールドの表示 ダイアログ ボックスが表示されます。

2

CR 番号、提出者、および他の適切なフィールドが 以下のフィールドをこの順序で表示 リストに表示されていることを
確認します。

3

OK をクリックします。

関連概念
変更要求
関連手順
変更要求レポートをカスタマイズする
クエリを作成する
変更要求で作業する
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クエリを使用して変更要求を選択する
単純または複合クエリを使用して、特定の基準を満たす変更要求を表示するように制限できます。

クエリを使用して変更要求を選択するには：
1

上部ペインで 変更要求 タブを選択します。

2

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。

3

クエリ ダイアログ ボックスで既存のクエリを選択します。

4

選択 をクリックしてクエリを変更要求リストに適用します。

5

「クエリを作成する」の手順に従い、新しいクエリを定義します。

関連概念
変更要求
クエリ
関連手順
変更要求レポートをカスタマイズする
クエリを作成する
変更要求で作業する
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変更要求をソートおよび分類する
特定の列のデータによって変更要求をソートする、または分類できます。

変更要求をソートまたは分類するには：
1

[変更要求] タブの列見出しをクリックすると、その列のデータに基づいて変更要求がソートされます。
注:

1 つの列のデータによってまず変更要求をソートまたは分類してから、別の列のデータを使う場合
は、次の手順を参照してください。 最大 4 レベルの基準で変更要求をソートまたは分類できます。

2

複数レベルで変更要求をソートまたは分類するには、列見出しを右クリックし、コンテキスト メニューから ソートと分
類... を選択します。 ソートと分類 ダイアログ ボックスが表示されます。

3

最初の基準 ドロップダウン リストから列のタイトルを選択します。

4

オプションで、この列のデータにより変更要求を分類するには、これを基準に分類する チェック ボックスをオンにしま
す。
これを基準に分類する チェック ボックスをオンにすると、変更要求は入れ子のリストで分類されるので、各グループで
変更要求を表示するために掘り下げる必要があります。 これを基準に分類する チェック ボックスをオフにすると、変
更要求は 変更要求 タブにすべて表示され、ソートと分類 ダイアログ ボックスでの選択オプションによりソートされてい
ます。
注:

デフォルトで、列データは内部キーまたは順序に基づいてソートまたは分類されます。 ソートのオプ
ション... ボタンを使用して、テキストとして（オプションで大文字と小文字を区別）データをソートまた
は分類するように選択できます。

5

手順 3 と 4 を繰り返し、最大 4 レベルでソート順、または分類を定義します。

6

OK をクリックします。

関連概念
変更要求
関連手順
変更要求レポートをカスタマイズする
クエリを作成する
変更要求で作業する
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変更要求用カスタム オプションを変更する
チーム リーダーが変更要求プロパティを追加していることがあります。 カスタム タブを使用してデフォルト プロパティを変
更できます。

変更要求用のカスタム オプションを変更するには：
1

カスタム タブをクリックします。

2

カスタム プロパティの名前をダブルクリックします。 プロパティの編集 ダイアログ ボックスが表示されます。

3

プロパティの新しい値を選択します。 整数型、テキスト型、および実数型のフィールドの場合は、値 はテキスト ボック
スです。 列挙型フィールドとユーザー ID の場合には、リスト ボックスになります。 日時の場合は、値 に 日付 チェッ
ク ボックスと 時刻 チェック ボックスが用意され、それぞれの後ろに現在のロケールに対応する形式で日付や時刻が
表示されます。

4

カスタム プロパティごとに手順 2 ～ 3 を繰り返します。

5

適用 をクリックして変更を保存します。

関連概念
変更要求
関連手順
変更要求の概要情報を指定する
変更要求の説明を入力する
変更要求の解決策を指定する
変更要求の添付ファイルを追加する
変更要求のコメントを追加する
関連参照
変更要求
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対応開始された変更要求を解決する
次の手順に従って対応開始された変更要求を解決します。 変更要求で作業を開始する前に、ユーザーのチームで必要と
なるすべての処理を確認します。 例：

♦ ユーザーの所属企業で、場合により変更要求 ステータス を 処理中 に変更する必要があります。
♦ 対応開始された変更要求を、変更が必要な関連する（複数）ファイルにリンクすることが必要な場合があります。 リン
クが必要な場合、ファイルまたはファイルのグループをチェックインするときに、それらのファイルによって解決される
変更要求を指定できます。 これにより、各変更要求のステータスを変更する必要がなくなり、時間を節約できます。

変更要求を解決するには：
1

適切なフォルダを選択し、上部ペインで 変更要求 タブをクリックします。

2

オプションで、次のとおり、表示されている変更要求を展開、または数を限定します。

♦ ツールバーの すべての子孫 ボタンを選択します。
♦ フィルタまたはクエリを作成して、表示する変更要求を限定します。 たとえば、ステータスが 対応開始 であるす
べての変更要求を検索できます。あるいは単に上部ペインで ステータス 列をソートしてすべての 対応開始 変
更要求を検索できます。

3

解決する変更要求をダブルクリックします。 変更要求<番号>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスが開きます。

4

変更要求の ステータス を、解決済みステータス（解決、記録、または 再現不能）のいずれかに変更します。 必要に応
じて、重複 または 設計どおり を選択することもできます。
解決済みステータスを選択すると、StarTeam は自動的に、変更要求に対して以下の変更を行います。

♦ 変更要求を提出した人物の名前を 担当者 フィールドに設定します。 この動作は、変更要求を提出した人物が
将来、ステータスの変更を認識し、検証し、場合によっては異議を申し立てるという前提に基づくものです。

♦ 以下のビルドで対応 フィールドの設定を 次のビルド に変更します（ステータスが 解決 または 記録 に変更され
た場合）。 次のビルド ラベルが作成された時点で、次のビルド はビルド ラベルの名前に変化します。 これは、
変更要求が実装されたことを検証する人物が、テストすべき製品のビルドを正確に把握できるようにするための
動作です。

5

新しいステータスとして 解決 または 記録 を選択した場合、解決策 タブを選択し、回避策 または 解決策 テキスト ボ
ックス（あるいはその両方）に適切な情報を入力します。
変更要求が問題に対して 1 つまたは複数の解決策を提案し、そのうちどの解決策も実装されないことがよくありま
す。 混乱を避けるために、実装される解決策については詳細を正確に記述する必要があります。 この情報は、テスト
担当者およびライターの作業にとって非常に重要です。

6

OK をクリックしてこのダイアログを閉じます。

ヒント: これらは直ちに自動変更されますが、OK（または 適用）をクリックする前に、担当者 または 以下のビルドで対応 の
設定を変更できます。 この方法によって自動ワークフローを回避し、チームで定められた手順どおりに変更要求を
処理できます。
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関連概念
変更要求
関連手順
解決済み変更要求を検証する
検証が終了した変更要求を対応完了にする
関連参照
変更要求
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検証が終了した変更要求を対応完了にする
検証が終了した変更要求を対応完了にするには：
1

適切なフォルダを選択し、上部ペインで 変更要求 タブをクリックします。

2

オプションで、次のとおり、表示されている変更要求を展開、または数を限定します。

♦ ツールバーの すべての子孫 ボタンを選択します。
♦ 該当する変更要求を表示するためのフィルタまたはクエリを作成する、あるいは単に上部ペインで ステータス
列をソートして対象の変更要求を分類します。

3

対応完了する変更要求をダブルクリックします。 変更要求<番号>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスが開きます。

4

ステータスを 対応完了 に変更します。 StarTeam の "対応完了" ステータスには、以下のものがあります。
対応完了（設計どおり）
対応完了（再現不能）
対応完了（先送り）
対応完了（記録）
対応完了（解決）
対応完了（重複）

5

次のいずれかを行います。

♦ 適用 をクリックしてから、次へ >> または << 前へ ボタンをクリックして別の変更要求を対応完了にします。
♦ OK をクリックしてこのダイアログを閉じます。

関連概念
変更要求
関連手順
対応開始された変更要求を解決する
解決済み変更要求を検証する
関連参照
変更要求
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解決済み変更要求を検証する
次の手順に従って解決済み変更要求を検証します。 変更要求が実際にはまだ解決されていないと判断した場合、その変
更要求への対応を再開できます。

変更要求を検証済みとしてマークする、または変更要求への対応を再開するには：
1

上部ペインで適切なフォルダを選択し、変更要求 タブを選択します。

2

オプションで、次のとおり、表示されている変更要求を展開、または数を限定します。

♦ ツールバーの すべての子孫 ボタンを選択します。
♦ 適切な変更要求を表示するためのフィルタまたはクエリを作成する、あるいは単に上部ペインで ステータス 列
をソートして対象の変更要求を分類します。

3

検証する変更要求をダブルクリックします。 変更要求<番号>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスが開きます。

4

ステータスを 対応開始 または 検証終了 に変更します。 StarTeam の検証終了ステータスには、以下のものがありま
す。
「検証終了（設計どおり）」
「検証終了（再現不能）」
「検証終了（記録）」
「検証終了（解決）」
「検証終了（重複）」

5

ステータスを「対応開始」に変更する場合、概要 テキスト ボックスに「対応再開」の注意書きと日付を入力します。 この
ように入力しておかないと、変更要求を解決したチーム メンバが、自分がその変更要求を解決済みとしてマークする
のを忘れたと勘違いして、再び解決済みとしてマークしてしまう可能性があります。
変更要求を再び対応開始にすると、StarTeam は自動的に以下のことを行います。

♦ 変更要求を解決した人物の名前を 担当者 フィールドに設定します。 このような仕様になっているのは、変更要
求を最初に解決したユーザーがその変更要求に対する作業を継続すべきであると想定しているためです。

♦ 以下のビルドで対応 フィールドの設定値を空にします。 これは、変更要求はまだ解決されておらず、したがって
どのビルドでも対応されていないという想定に基づく動作です。

6

次のいずれかを行います。

♦ 適用 をクリックしてから、次へ >> または << 前へ ボタンをクリックして別の変更要求を確認します。
♦ OK をクリックしてこのダイアログを閉じます。

関連概念
変更要求
関連手順
対応開始された変更要求を解決する
検証が終了した変更要求を対応完了にする
関連参照
変更要求
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要件を使用する
要件の使用に関連するタスクについて説明します。
このセクションの内容
アイテム スレッドを既読/未読としてマーク付けする
要件、タスク、トピック コンポーネントでアイテム スレッドを既読または未読に指定する方法を説明します。
要件を作成する
StarTeam で要件を作成する方法を説明します。
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アイテム スレッドを既読/未読としてマーク付けする
要件、タスク、トピック コンポーネントは、リスト形式でも階層形式でも表示できます。 StarTeam には、要件、タスク、トピッ
ク コンポーネント用のデフォルト ビュー（階層構造）が用意されています。 階層構造の表示を選択すると、それぞれの新し
いアイテムはツリーのルートになります。 子要件、親タスクに対するサブタスク、トピックに対するレスポンスは分岐で表さ
れます。 子要件の子、サブタスクのサブタスク、レスポンスのレスポンスは、さらに分岐します。 アイテム スレッドが未読の
とき、アイテム スレッドに関するテキスト情報は、上部ペインに太字で表示されます。 アイテム スレッドが既読のとき、アイ
テム スレッドは、上部ペインに通常のテキストで表示されます。
メイン メニューまたはコンテキスト メニューのコマンドから、ユーザーはこれらのコンポーネントをよく追跡できるようにアイ
テム スレッドを既読または未読にマーク付けできます。

アイテム スレッドを既読または未読としてマーク付けするには：
1

上部ペインでアイテム スレッドを選択します。
ヒント:

2

複数スレッドを選択するには、ツールバーの リスト表示 をクリックして、リスト形式で情報を表示
します。

次のいずれかを行います。

♦ スレッドを既読としてマーク を選択します。アイテム スレッドが太字フォーマットではなくなります。
♦ スレッドを未読としてマーク を選択します。アイテム スレッドが太字フォーマットになります。

関連手順
タスクを利用する
要件を使用する
トピックを使用する
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要件を作成する
要件の階層を作成することで、プロジェクトを効率的に組織し、合意された目標に向けて作業できます。

要件を作成するには：
1

上部ペインで 要件 タブをクリックします。

2

次のいずれかを行います。

♦ 既存の要件の子ではない新しい要件を作成するには、要件 新規作成... をクリックします。
♦ 既存の要件の子である新しい要件を作成するには、要件 子要件の新規作成... をクリックします。
要件の新規作成 ダイアログ ボックスが表示されます。
3

要件の新規作成 ダイアログ ボックスの 要件 タブをクリックし、次の手順を実行します。

♦ 要件の名前を入力します。
♦ 所有者 ドロップダウン リストから、所有者（要件の達成に最終的に責任を持つ人物）を選択します。
♦ オプションで、外部参照 テキスト ボックスで、要件の外部ソースまたは外部参照を指定します。 CaliberRM か

ら StarTeam に要件を公開している場合、このフィールドには CaliberRM におけるこの要件の ID が表示されま
す。

♦ 説明 テキスト ボックスに、この要件のはじめの説明を入力します。 この説明は通常、あいまいさをなくすために
何度も改訂されます。

4

担当者 タブをクリックして、この要件に責任を持つチーム メンバを指定します。 通知が有効な場合、これらのユーザ
ーはこの要件のフィールドが修正されると通知を受けます。

♦ 追加... をクリックして 担当ユーザーの選択 ダイアログ ボックスを表示します。
♦ リストに追加する各ユーザーの名前をダブルクリックします。 名前をダブルクリックすると、その名前が ユーザ
ー リストから 担当ユーザー リストに移動します。

♦ 残りの担当者を 担当ユーザー リスト ボックスに追加し、OK をクリックします。
注:
5

この時点では、あいまいさの評価 タブは無視します。 このタブは、レビュー担当者が後から当初の
説明のあいまいさを見つけ出し、その説明を改訂するために使用します。

見積り タブで、この要件を達成するのに最もうまくいった場合と最悪の場合の予測所要時間をそれぞれ指定します。
入力は通常「人日」単位です。

♦ 予想作業量 テキスト ボックスに、この要件の達成に必要と予測される値（通常、単位は日数）を入力します。
♦ 作業量の上限 テキスト ボックスに、この要件の達成に最悪の場合で必要と予測される値（通常、単位は日数）
を入力します。

♦ 作業量の下限 テキスト ボックスに、この要件の達成に最もうまくいった場合で必要と予測される値（通常、単位
は日数）を入力します。

♦ メモがあれば メモ テキスト ボックスに入力します。
6

カスタム タブは、チーム リーダーまたは企業が作成したカスタムの要件プロパティの値を指定するために使用しま
す。 デフォルトのプロパティを変更するには、以下の手順に従います。

♦ カスタム プロパティの名前をダブルクリックします。 プロパティの編集 ダイアログ ボックスが表示されます。
♦ そのプロパティに対する新しい値を選択します。 整数型、テキスト型、および実数型のフィールドの場合は、値

はテキスト ボックスです。 列挙型フィールドとユーザー ID の場合には、リスト ボックスになります。 日時の場合
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は、値 に日付チェック ボックスと時刻チェック ボックスが用意され、それぞれの後ろに現在のロケールに対応す
る形式で日付や時刻が表示されます。

♦ カスタム プロパティごとに前の 2 つの手順を繰り返します。
7

オプションで、添付ファイル タブで、この要件に補足ファイルを追加します。

♦ ファイルを添付する必要がある場合、追加... をクリックします。 開く ダイアログ ボックスが表示されます。
♦ 開く ダイアログ ボックスで、添付するファイルを選択します。
♦ 開く をクリックします。
♦ 添付ファイルを追加するには、上記 3 つの手順を繰り返します。
8

コメント タブでは、要件が作成または改定された理由についての説明を入力します。 新規リビジョンのコメント テキス
ト ボックスに理由を入力します。

9

OK をクリックして要件を保存します。

関連概念
要件
関連参照
要件プロパティ
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タスクを利用する
このセクションでは StarTeam のタスクの利用に関連する手順を説明します。
このセクションの内容
アイテム スレッドを既読/未読としてマーク付けする
要件、タスク、トピック コンポーネントでアイテム スレッドを既読または未読に指定する方法を説明します。
コメントをタスク リビジョンに追加する
リビジョン コメントをタスクに追加する方法を説明します。
タスクに範囲設定する
タスクを完了するために必要な時間数を指定する方法を説明します。
タスクの作業記録を入力する
タスクに作業記録を追加する、および以前に入力した作業記録を編集または削除する方法を説明します。
タスクの添付ファイルで作業する
タスクまたはサブタスクの添付ファイルを使用する方法を説明します。
タスクをカスタマイズする
タスクをカスタマイズするためカスタマイズ フィールドを使用する方法を説明します。
タスクを作成する
タスクとサブタスクを作成する方法を説明します。
タスク要員を割り当てる
要員を StarTeam タスクとサブタスクに割り当てる方法を説明します。
メモをタスクに追加する
メモをタスクに追加する方法を説明します。
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アイテム スレッドを既読/未読としてマーク付けする
要件、タスク、トピック コンポーネントは、リスト形式でも階層形式でも表示できます。 StarTeam には、要件、タスク、トピッ
ク コンポーネント用のデフォルト ビュー（階層構造）が用意されています。 階層構造の表示を選択すると、それぞれの新し
いアイテムはツリーのルートになります。 子要件、親タスクに対するサブタスク、トピックに対するレスポンスは分岐で表さ
れます。 子要件の子、サブタスクのサブタスク、レスポンスのレスポンスは、さらに分岐します。 アイテム スレッドが未読の
とき、アイテム スレッドに関するテキスト情報は、上部ペインに太字で表示されます。 アイテム スレッドが既読のとき、アイ
テム スレッドは、上部ペインに通常のテキストで表示されます。
メイン メニューまたはコンテキスト メニューのコマンドから、ユーザーはこれらのコンポーネントをよく追跡できるようにアイ
テム スレッドを既読または未読にマーク付けできます。

アイテム スレッドを既読または未読としてマーク付けするには：
1

上部ペインでアイテム スレッドを選択します。
ヒント:

2

複数スレッドを選択するには、ツールバーの リスト表示 をクリックして、リスト形式で情報を表示
します。

次のいずれかを行います。

♦ スレッドを既読としてマーク を選択します。アイテム スレッドが太字フォーマットではなくなります。
♦ スレッドを未読としてマーク を選択します。アイテム スレッドが太字フォーマットになります。

関連手順
タスクを利用する
要件を使用する
トピックを使用する
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コメントをタスク リビジョンに追加する
タスク<番号>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスでいくつかのプロパティを変更した後、OK をクリックすると、タスクの新
しいリビジョンが作成されます。 このダイアログ ボックスで OK をクリックする前に、リビジョン コメントか、リビジョンを作成
した理由を説明するメモを追加してください。

タスクのリビジョン コメントを追加するには：
1

上部ペインのタスクをダブルクリックして、タスク<番号>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスを表示します。

2

タスクのプロパティで必要な変更を行います。

3

コメント タブをクリックして、リビジョン コメントを入力します。

4

OK をクリックして、変更をコミットし、ダイアログ ボックスを閉じます。

関連概念
タスク
リンク： 内部および外部
関連手順
タスクを作成する
タスク要員を割り当てる
タスクに範囲設定する
タスクをカスタマイズする
メモをタスクに追加する
タスクの添付ファイルで作業する
タスクの作業記録を入力する
アイテムのプロパティを表示または変更する
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タスクに範囲設定する
タスク コンポーネントには 時間 タブがあり、そこでタスクやサブタスクを完了するのに必要な時間を記録できます。

タスクを完了するのに必要な予定時間を入力するには：
1

フォルダ階層からフォルダを選択し、上部ペインから タスク タブをクリックします。

2

以下のいずれかの操作を実行して、タスク<番号>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスを開きます。

♦ タスク ペインのタスクまたはサブタスクをダブルクリックします。
♦ タスク ペインのタスクまたはサブタスクを選択して、タスク

プロパティ... を選択します。

♦ タスク ペインのタスクまたはサブタスクを右クリックして、プロパティ... を選択します。
3

時間 タブをクリックします。

4

開始 および 終了 ボタンで開始日と終了日を選択します。

5

タスクを完了するのに必要な見積り時間数を 作業量 フィールドに入力します。
時間 ペインの残りは無効になっています。ただし、実際 と ずれ の値は、作業量 の値が変化したときに自動的に計算
されます。

6

完了したら OK をクリックします。

関連概念
タスク
リンク： 内部および外部
関連手順
タスクを作成する
タスク要員を割り当てる
タスクをカスタマイズする
メモをタスクに追加する
タスクの添付ファイルで作業する
タスクの作業記録を入力する
コメントをタスク リビジョンに追加する
アイテムのプロパティを表示または変更する
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タスクの作業記録を入力する
タスクまたはサブタスクで作業を行ったら、作業内容と要した時間を示すために作業記録を追加できます。 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。 すで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。
警告: タスクに作業記録を追加した後は、そのタスクでサブタスクを作成できません。

タスクに作業記録を追加するには：
1

フォルダ階層からフォルダを選択し、上部ペインから タスク タブをクリックします。

2

次のいずれかを行います。

♦ 上部ペインのタスクまたはサブタスクをダブルクリックして、タスク<番号>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックス
を表示します。 作業量 ページで、追加... をクリックします。

♦ タスクを選択し、タスク

作業の追加... を選択します。

作業記録 ダイアログ ボックスが表示され、一番上にある ユーザー名 ドロップダウン リスト ボックスに自分の名前が
表示されます。
3

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。

4

作業を行った時間数を 作業量 のテキスト ボックスに入力します。

5

作業を完了するのに必要な時間数を 残作業量 のテキスト ボックスに入力します。

6

これまでの進捗に関するコメントを コメント のテキスト ボックスに入力します。

7

OK をクリックして、作業記録を保存します。

タスクの作業記録を編集するには：
1

フォルダ階層からフォルダを選択し、上部ペインから タスク タブをクリックします。

2

次のいずれかを行います。

♦ 上部ペインのタスクまたはサブタスクをダブルクリックします。
♦ 上部ペインのタスクを右クリックし、プロパティ... を選択します。
タスク<番号>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスが表示されます。
3

作業量 ページで、作業記録 リストから記録を選択し、編集... をクリックします。
[作業記録] ダイアログ ボックスが開きます。

4

作業記録 ダイアログ ボックスで、作業記録を変更します。

5

OK をクリックして タスク<番号>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスを閉じます。

タスクから作業記録を削除するには：
1

フォルダ階層からフォルダを選択し、上部ペインから タスク タブをクリックします。

2

次のいずれかを行います。

♦ 上部ペインのタスクまたはサブタスクをダブルクリックします。
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♦ 上部ペインのタスクを右クリックし、プロパティ... を選択します。
タスク<番号>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスが表示されます。
3

作業量 ページで、作業記録 リストから記録を選択し、削除 をクリックします。
「作業記録を削除しますか？」というメッセージが表示されます。 はい をクリックして削除を確認します。

4

OK をクリックして タスク<番号>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスを閉じます。

関連概念
タスク
リンク： 内部および外部
関連手順
タスクを作成する
タスク要員を割り当てる
タスクに範囲設定する
タスクをカスタマイズする
メモをタスクに追加する
タスクの添付ファイルで作業する
コメントをタスク リビジョンに追加する
アイテムのプロパティを表示または変更する
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タスクの添付ファイルで作業する
タスク<番号>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスの 添付ファイル タブで、タスクやサブタスクにスクリーン ショットやドキ
ュメントを添付できます。 このタブで、添付ファイルの名前を変更、添付ファイルを削除することもできます。

タスクに添付ファイルを追加するには：
1

フォルダ階層からフォルダを選択し、上部ペインから タスク タブをクリックします。

2

次のいずれかを行います。

♦ 上部ペインのタスクまたはサブタスクをダブルクリックします。
♦ 上部ペインのタスクを右クリックし、プロパティ... を選択します。
3

添付ファイル ページで、追加... をクリックします。
開く ファイル ブラウザ ダイアログ ボックスが表示されます。

4

タスクに添付するファイルを選択し、開く をクリックします。
タスク<番号>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスの 添付ファイル ページにある 添付ファイル リストに選択アイテ
ムが表示されます。

5

OK をクリックして タスク<番号>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスを閉じます。

添付ファイルの名前を変更するには：
1

フォルダ階層からフォルダを選択し、上部ペインから タスク タブをクリックします。

2

次のいずれかを行います。

♦ 上部ペインのタスクまたはサブタスクをダブルクリックします。
♦ 上部ペインのタスクを右クリックし、プロパティ... を選択します。
3

添付ファイル ページをクリックします。

4

添付ファイル リストのファイルを選択し、名前を付けて保存... をクリックします。

5

ファイルを保存 ダイアログ ボックスで、ファイルの新しい名前を入力します。

6

保存 をクリックします。

7

OK をクリックして タスク<番号>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスを閉じます。

添付ファイルを削除するには：
1

フォルダ階層からフォルダを選択し、上部ペインから タスク タブをクリックします。

2

次のいずれかを行います。

♦ 上部ペインのタスクまたはサブタスクをダブルクリックします。
♦ 上部ペインのタスクを右クリックし、プロパティ... を選択します。
3

添付ファイル ページで、削除するファイルを選択し、削除 をクリックします。
添付ファイルがリストから削除されます。
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4

OK をクリックして タスク<番号>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスを閉じます。

関連概念
タスク
リンク： 内部および外部
関連手順
タスクを作成する
タスク要員を割り当てる
タスクに範囲設定する
タスクをカスタマイズする
メモをタスクに追加する
タスクの作業記録を入力する
コメントをタスク リビジョンに追加する
アイテムのプロパティを表示または変更する
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タスクをカスタマイズする
管理者がタスク コンポーネントのカスタム フィールドを作成していると、場合によりタスクやサブタスクを追加または変更す
るときにそのフィールドに入力する必要があります。 カスタム フィールドが利用できるかどうかはアプリケーションのライセ
ンスによって決まります。

タスクをカスタマイズするには：
1

フォルダ階層からフォルダを選択し、上部ペインから タスク タブをクリックします。

2

以下のいずれかの操作を実行して、タスク<番号>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスを開きます。

♦ タスク ペインのタスクまたはサブタスクをダブルクリックします。
♦ タスク ペインのタスクまたはサブタスクを選択して、タスク

プロパティ... を選択します。

♦ タスク ペインのタスクまたはサブタスクを右クリックして、プロパティ... を選択します。
3

カスタム タブのカスタム プロパティをダブルクリックして、プロパティの編集 ダイアログ ボックスを開きます。

4

プロパティの新しい値を入力または選択します。

♦ 整数型、テキスト型、および実数型のフィールドの場合は、値 はテキスト ボックスです。
♦ 列挙型フィールドとユーザー ID の場合は、値 フィールドはリストボックスになります。
♦ 日時の場合は、値 に 日付 チェック ボックスと 時刻 チェック ボックスが用意され、それぞれの後ろに現在のロ
ケールに対応する形式で日付や時刻が表示されます。

5

OK をクリックします。

関連概念
タスク
リンク： 内部および外部
関連手順
タスクを作成する
タスク要員を割り当てる
タスクに範囲設定する
メモをタスクに追加する
タスクの添付ファイルで作業する
タスクの作業記録を入力する
コメントをタスク リビジョンに追加する
アイテムのプロパティを表示または変更する
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タスクを作成する
タスクを作成するには：
1

フォルダ階層からフォルダを選択し、上部ペインから タスク タブをクリックします。

2

以下のいずれかの操作を実行して、タスクの新規作成 ダイアログ ボックスを開きます。

♦ ツールバーにある 新規作成 ボタンをクリックします。
♦ メニューの タスク

新規作成... を選択します。

♦ 上部ペインで右クリックし、新規作成... を選択します。
3

タスクの新規作成 ダイアログ ボックスの タスク ページで、タスクの 名前 を入力します。
タスクの名前は 255 文字まで使用可能です。
注:

4

担当者 フィールドにはタスクを完了させる主担当者の名前だけを指定しますが、その他のユーザ
ーは 要員 タブで指定することができます。

オプションで、マイルストーン のチェック ボックスをオンにすると、そのタスクをマイルストーンタスクとして扱うよう指定
することができます。
タスク リストに マイルストーン の列を表示し、マイルストーンとして指定されたタスクをソートして探すことができます。

5

タスクの現在のステータスを ステータス ドロップダウン リストから選択します。
次のステータスがあります。

♦ 保留： タスクは先行タスクが完了または開始するのを待機します（デフォルト）。
♦ 開始可能： すべての先行タスクが完了したため、開始できることを示します。
♦ 実行中： このタスクの作業が入力されました。
♦ 終了： タスクの作業を行ったチーム メンバが、作業は完了したと判断したことを示します。
♦ 完了： チーム リーダーまたはタスク レビュー担当者が確認して、タスクが完了したと判断したことを示します。
♦ 中断： チーム リーダーまたはタスク レビュー担当者が確認して、タスクが完了したと判断したことを示します。
6

ドロップダウン リストから、優先度 を選択します。
この優先度は Microsoft Project で使われているものと同じです。
注:

7

タスクを完了するのに必要な時間数を 期間 に入力します。
注:

8

優先度の 指定しない は使用しません。 この優先度は、Microsoft Project 専用の用語です。

タスクにサブタスクが含まれている場合にはこのフィールドは無効になっています。タスクの期間は
サブタスクの期間に依存するためです。

このタスクですでに終了している作業の割合を 完成度 % に入力します。
このフィールドの範囲は、0 から 100 です。 新しいタスクに対するデフォルト値は 0 です。

9

オプションで、注意点 のチェック ボックスをオンにすると、このタスクが注意の必要なタスクであることがチーム リーダ
ーまたはタスク レビュー担当者に通知されます。
このタスクが注意を要する理由をテキスト ボックスに入力します。 チーム リーダーは、タスク リストに 注意点 列を追
加して、タスクをこの項目でソートできます。
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完了したら OK をクリックします。
これによって新しいタスクが作成され、タスク ペインのタスク ツリーのルートとなります。

サブタスクを作成するには：
1

フォルダ階層からフォルダを選択し、上部ペインから タスク タブをクリックします。

2

サブタスクを作成するタスクを作成し、次のいずれかを実行し、タスクの新規作成 ダイアログ ボックスを開きます。

♦ メニューの タスク

サブタスクの新規作成... を選択します。

♦ 上部ペインで選択したタスクを右クリックし、サブタスクの新規作成... を選択します。
3

タスクと同様に、タスクの新規作成 ダイアログ ボックスの タスク ページで各種情報を入力します。

4

完了したら OK をクリックします。

これによって、選択されているタスクのサブタスクが新規作成されます。 このサブタスクの親のタスク名がサブタスク名フィ
ールドの上の表示されます。
注: タスクの新規作成 ダイアログ ボックスの他のタブには、他の追跡オプションや機能があります。
関連概念
タスク
リンク： 内部および外部
関連手順
タスク要員を割り当てる
タスクに範囲設定する
タスクをカスタマイズする
メモをタスクに追加する
タスクの添付ファイルで作業する
タスクの作業記録を入力する
コメントをタスク リビジョンに追加する
アイテムのプロパティを表示または変更する
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タスク要員を割り当てる
タスクまたはサブタスクを作成するときには、タスクを完了させるのに協力する追加のチーム メンバを、要員として割り当て
できます。 要員 タブを使って、このタスクに割り当て可能なチーム メンバのリストを確認できます。

チーム メンバをタスクまたはサブタスクに割り当てるには：
1

フォルダ階層からフォルダを選択し、上部ペインから タスク タブをクリックします。

2

以下のいずれかの操作を実行して、タスク<番号>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスを開きます。

♦ タスク ペインのタスクまたはサブタスクをダブルクリックします。
♦ タスク ペインのタスクまたはサブタスクを選択して、タスク

プロパティ... を選択します。

♦ タスク ペインのタスクまたはサブタスクを右クリックして、プロパティ... を選択します。
3

要員 タブを選択して、追加... をクリックします。
タスク要員の選択 ダイアログ ボックスが開きます。

4

ユーザー リストから、タスクに割り当るチーム メンバを選択し、追加 をクリックします。
選択したユーザーが ユーザー リストから 割り当てられた要員 リストに移動されます。

5

OK をクリックして タスク<番号>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスに戻ります。

6

適用 をクリックして変更を適用し、ダイアログ ボックスを開いたままにする、または OK をクリックして、ダイアログ ボッ
クスを閉じます。

チーム メンバをタスクまたはサブタスクから削除するには：
1

フォルダ階層からフォルダを選択し、上部ペインから タスク タブをクリックします。

2

次のいずれかを行います。

♦ タスク ペインのタスクまたはサブタスクをダブルクリックします。
♦ タスク ペインのタスクまたはサブタスクを選択して、タスク

プロパティ... を選択します。

♦ タスク ペインのタスクまたはサブタスクを右クリックして、プロパティ... を選択します。
タスク<番号>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスが表示されます。
3

要員 タブをクリックし、タスク要員の割り当て リストから要員名を選択します。

4

削除 をクリックします。

5

適用 をクリックして変更を適用し、ダイアログ ボックスを開いたままにする、または OK をクリックして、ダイアログ ボッ
クスを閉じます。

注: 割り当てられた要員 リストの名前を選択し、削除 をクリックして ユーザー リストに戻すことによって、タスク要員の選
択 ダイアログ ボックスの 割り当てられた要員 リストからチーム メンバを削除することもできます。
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関連概念
タスク
リンク： 内部および外部
関連手順
タスクを作成する
タスクに範囲設定する
タスクをカスタマイズする
メモをタスクに追加する
タスクの添付ファイルで作業する
タスクの作業記録を入力する
コメントをタスク リビジョンに追加する
アイテムのプロパティを表示または変更する
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メモをタスクに追加する
タスク コンポーネントでは、タスクやサブタスクについての補足情報を タスク<番号>、リビジョン<番号> の メモ タブに入力
できます。

タスクまたはサブタスクにメモを追加するには：
1

フォルダ階層からフォルダを選択し、上部ペインから タスク タブをクリックします。

2

次のいずれかを行います。

♦ 上部ペインのタスクまたはサブタスクをダブルクリックします。
♦ 上部ペインのタスクを右クリックし、プロパティ... を選択します。
3

メモ タブをクリックして、メモ テキスト ボックスにタスクについてのメモを入力します。

4

OK をクリックしてメモを保存します。

関連概念
タスク
リンク： 内部および外部
関連手順
タスクを作成する
タスク要員を割り当てる
タスクに範囲設定する
タスクをカスタマイズする
タスクの添付ファイルで作業する
タスクの作業記録を入力する
コメントをタスク リビジョンに追加する
アイテムのプロパティを表示または変更する
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トピックを使用する
トピックの使用に関連するタスクについて説明します。
このセクションの内容
アイテム スレッドを既読/未読としてマーク付けする
要件、タスク、トピック コンポーネントでアイテム スレッドを既読または未読に指定する方法を説明します。
トピックに応答する
トピックに応答する方法を説明します。
トピックを作成する
トピックを作成する方法を説明します。
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アイテム スレッドを既読/未読としてマーク付けする
要件、タスク、トピック コンポーネントは、リスト形式でも階層形式でも表示できます。 StarTeam には、要件、タスク、トピッ
ク コンポーネント用のデフォルト ビュー（階層構造）が用意されています。 階層構造の表示を選択すると、それぞれの新し
いアイテムはツリーのルートになります。 子要件、親タスクに対するサブタスク、トピックに対するレスポンスは分岐で表さ
れます。 子要件の子、サブタスクのサブタスク、レスポンスのレスポンスは、さらに分岐します。 アイテム スレッドが未読の
とき、アイテム スレッドに関するテキスト情報は、上部ペインに太字で表示されます。 アイテム スレッドが既読のとき、アイ
テム スレッドは、上部ペインに通常のテキストで表示されます。
メイン メニューまたはコンテキスト メニューのコマンドから、ユーザーはこれらのコンポーネントをよく追跡できるようにアイ
テム スレッドを既読または未読にマーク付けできます。

アイテム スレッドを既読または未読としてマーク付けするには：
1

上部ペインでアイテム スレッドを選択します。
ヒント:

2

複数スレッドを選択するには、ツールバーの リスト表示 をクリックして、リスト形式で情報を表示
します。

次のいずれかを行います。

♦ スレッドを既読としてマーク を選択します。アイテム スレッドが太字フォーマットではなくなります。
♦ スレッドを未読としてマーク を選択します。アイテム スレッドが太字フォーマットになります。

関連手順
タスクを利用する
要件を使用する
トピックを使用する
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トピックに応答する
任意のユーザーがトピックを開始した後、そのトピック、あるいは、そのトピックに対する 1 つ以上のレスポンスに対して、応
答できます。

トピックまたはレスポンスに応答するには：
1

上部ペインの トピック タブで、応答する対象のアイテムを選択します。

2

トピック メニューまたはコンテキスト メニューから、応答... を選択します。 トピックの新規作成 ダイアログ ボックスが表
示されます。

3

新規トピック ダイアログ ボックスの トピック タブで タイトル テキスト ボックスに、レスポンスのタイトルを入力します。

4

内容 テキスト ボックスに、自分の意見を入力します。

5

オプションで、以下のいずれかを行います。

♦ このトピックを特定のチーム メンバに送信する、トピックに優先度を割り当てる、または、トピックのステータスを
示す場合には、オプション タブを選択します。

♦ ユーザーの管理者がトピック プロパティを追加している場合は、カスタム タブでこのプロパティにアクセスできま
す。

♦ トピックにファイルや図を添付する場合には、添付ファイル タブを選択します。
これらの動作を実行するには、次の説明を参照してください。
6

オプションで、コメント タブを選択すると、新規リビジョンのコメント テキスト ボックスにメモやコメントを追加できます。

7

情報の入力が完了したら、OK をクリックします。 このアクションにより、トピック コンポーネントの上部ペインに新しいト
ピックが挿入されます。

ツリー形式が選択されている場合、レスポンスはスレッド形式の対話記録の他の部分と関連付けて表示されます。 レスポ
ンスのタイトル、ユーザー名、タイム スタンプも表示されます。 リスト形式が選択されている場合、リストには同じ情報が表
示されますが、内容 の列が追加され、レスポンス本文の最初の数語が表示されます。

トピックを別のチーム メンバにも送信するには、優先度またはステータスを設定します。
1

オプション タブを選択します。

2

追加... をクリックします。 トピック受信者の選択 ダイアログ ボックスが表示されます。

3

リストからチーム メンバを選択したら、追加 -> をクリックします。

4

トピックに優先度を割り当てるには、優先度 ドロップダウン リストから、低、普通、または 高 を選択します。

5

トピックのステータスを指定するには、ステータス ドロップダウン リスト ボックスからアクティブ または 非アクティブ の
どちらかを選択します。 デフォルト ステータスは、アクティブ です。

6

OK をクリックして、トピックの新規作成 ダイアログ ボックスに戻ります。

カスタム プロパティに値を設定するには：
1

カスタム タブを選択します。

2

カスタム プロパティの名前をダブルクリックします。 プロパティの編集 ダイアログ ボックスが表示されます。

3

そのプロパティに対する新しい値を選択します。 整数型、テキスト型、および実数型のフィールドの場合は、値 はテキ
スト ボックスです。 列挙型フィールドとユーザー ID の場合には、リスト ボックスになります。 日時の場合は、値 に日
付チェック ボックスと時刻チェック ボックスが用意され、それぞれの後ろに現在のロケールに対応する形式で日付や
時刻が表示されます。
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4

カスタム プロパティごとに前の 2 つの手順を繰り返します。

ユーザーのトピックにファイルや画像を添付するには：
1

添付ファイル タブを選択します。

2

追加... をクリックします。 開く ダイアログ ボックスが表示されます。

3

ファイル名 テキスト ボックスに、添付するファイル名を入力します。

4

開く をクリックします。

5

添付ファイルをさらに追加するには、上記手順を繰り返します。

関連概念
トピック
関連手順
トピックを使用する
トピックを作成する
関連参照
トピック オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
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トピックを作成する
スレッド形式の対話記録を開始するには、まずトピックを作成する必要があります。

新しいトピックを作成するには：
1

プロジェクト ツリーからフォルダを選択します。

2

トピック タブを選択します。

3

トピック メニューまたはコンテキスト メニューから、新規作成... を選択します。
トピックの新規作成 ダイアログ ボックスが表示されます。

4

トピック タブをクリックし、タイトル テキスト ボックスに、自分のトピックのタイトルを入力します。

5

このトピックの内容を 内容 テキスト ボックスに入力します。

6

オプションで、以下のいずれかを行います。

♦ このトピックを特定のチーム メンバに送信する、トピックに優先度を割り当てる、またはトピックのステータスを示
す場合には、オプション タブを選択します。

♦ ユーザーの管理者がトピックのプロパティを追加している場合は、カスタム タブでこのプロパティにアクセスでき
ます。

♦ トピックにファイルや図を添付する場合は、添付ファイル タブを選択します。
これらの動作を実行するには、次の説明を参照してください。
7

オプションで、コメント タブを選択すると、新規リビジョンのコメント テキスト ボックスにメモやコメントを追加できます。

8

情報の入力が完了したら、OK をクリックします。 これにより、トピック コンポーネントの上部ペインに新しいトピックが
挿入されます。

ツリー形式が選択されている場合、トピックタイトル、自分のユーザー名、タイム スタンプが表示されます。 リスト形式が選
択されている場合、リストには同じ情報が表示されますが、内容 の列が追加され、トピック本文の最初の何語かが表示さ
れます。

トピックを特定のチーム メンバに送信するには、優先度またはステータスを設定します。
1

オプション タブを選択します。

2

追加... をクリックします。 トピック受信者の選択 ダイアログ ボックスが表示されます。

3

リストからチーム メンバを選択したら、追加 -> をクリックします。
注:

トピックへの変更が受信者の削除の場合、すべての受信者を削除しない限り、自分自身を受信者
から削除できません。 受信者が残っているとき、StarTeam ではユーザーは対象トピックの通知か
ら自分自身を削除することが許可されません。

4

トピックに優先度を割り当てるには、優先度 ドロップダウン リストから、低、普通、または 高 を選択します。

5

トピックのステータスを指定するには、ステータス ドロップダウン リスト ボックスから アクティブ または 非アクティブ の
どちらかを選択します。 デフォルト ステータスは、アクティブ です。

6

OK をクリックして、トピックの新規作成 ダイアログ ボックスに戻ります。

カスタム プロパティに値を設定するには：
1

カスタム タブを選択します。

2

カスタム プロパティの名前をダブルクリックします。 プロパティの編集 ダイアログ ボックスが表示されます。
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3

そのプロパティに対する新しい値を選択します。 整数型、テキスト型、および実数型のフィールドの場合は、値 はテキ
スト ボックスです。 列挙型フィールドとユーザー ID の場合には、リスト ボックスになります。 日時の場合は、値 に日
付チェック ボックスと時刻チェック ボックスが用意され、それぞれの後ろに現在のロケールに対応する形式で日付や
時刻が表示されます。

4

カスタム プロパティごとに前の 2 つの手順を繰り返します。

ユーザーのトピックにファイルや画像を添付するには：
1

添付ファイル タブを選択します。

2

追加... をクリックします。 開く ダイアログ ボックスが表示されます。

3

ファイル名 テキスト ボックスに、添付するファイル名を入力します。

4

開く をクリックします。

5

添付ファイルを追加するには、上記手順を繰り返します。

関連概念
トピック
関連手順
トピックを使用する
トピックに応答する
関連参照
トピック オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
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監査ログを表示する
監査ログの表示させるための作業手順を説明します。
このセクションの内容
ログのエントリを検索する
監査ログの情報を検索する方法について説明します。
ログのエントリを電子メールで送信する
監査ログのアイテムを電子メールで送信する方法について説明します。
監査ログのエントリをソートする
監査ログのエントリをソートする方法について説明します。
監査ログのエントリをフィルタする
監査ログのエントリをフィルタ処理する方法について説明します。
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ログのエントリを検索する
監査タブをクリックすると、選択したビューの監査ログ エントリがプロジェクト ビュー ウィンドウの上部ペインに表示されま
す。 監査 メニューのアイテムも、メニュー バーで使用できるようになります。 このタブを選択したときに上部ペインが空の
場合は、管理者により監査ログが無効化されてます。
監査リストには、次の基準でエントリが表示されます。

♦ StarTeam のフォルダ階層で選択されているフォルダに関連付けられている
♦ フィルタ ドロップダウン リスト ボックスから選択されたフィルタの条件に一致する
♦ すべての子孫 ボタンで指定された検索深度に一致する

監査ログのエントリを検索するには、以下のいずれかを行います。
1

監査

検索... をクリック

2

監査

次を検索 をクリック

3

監査

前を検索 をクリック

関連手順
監査ログのエントリをフィルタする
ログのエントリを電子メールで送信する
監査ログのエントリをソートする
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ログのエントリを電子メールで送信する
添付ファイルを除き、監査リストのアイテムは電子メールで送信することができます。

監査リストのエントリを電子メールで送信するには：
1

送信したいアイテムをクリックして選択します。

2

監査

メールで送信... をクリックします。 これにより、宛先 ダイアログ ボックスが開かれます。

これにより、監査リストで選択したアイテム（添付ファイルは除く）が電子メールで送信されます。

関連手順
ログのエントリを検索する
監査ログのエントリをフィルタする
監査ログのエントリをソートする
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監査ログのエントリをソートする
ソートは通常、データに応じて数値またはアルファベットの昇順あるいは降順で実行されます。

監査ログのエントリをソートするには：
1

監査の列見出しをクリックすることにより、その列内の値を基にしたソートを実行できます。

2

ソートの順序を昇順から降順（またはその逆）に変更するには、もう一度その列見出しをクリックします。

関連手順
ログのエントリを検索する
監査ログのエントリをフィルタする
ログのエントリを電子メールで送信する
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監査ログのエントリをフィルタする
監査 タブをクリックすると、選択したビューの監査ログ エントリがプロジェクト ビュー ウィンドウの上部ペインに表示されま
す。 監査 メニューのアイテムも、メニュー バーで使用できるようになります。 左ペインのフォルダ階層から選択したアイテ
ムで監査記録のリストは決まります。さらに すべての子孫 をツールバーまたは 監査 メニューで選択したかどうかも影響し
ます。
このタブを選択したときに上部ペインが空の場合は、管理者により監査ログが無効化されてます。
フィルタを使用することで、上部ペインに表示される監査エントリに表示されるフィールドおよびそれらのフィールドのグルー
プ化およびソート方法を指定できます。

監査ログのエントリをフィルタするには：
1

ツール バーの フィルタ ドロップダウン リスト ボックスをクリックします。

2

以下のデフォルト フィルタのいずれかを選択します。

♦ By Class and Event — 監査エントリを [クラス名 1] フィールド（アイテムの種類）および [イベント]（アクションの種
類）フィールドの値でソートして表示します。

♦ By Transaction and Event — 監査エントリを Transaction ID の降順でソートしてから、イベント タイプでグループ
化します。 このフィルタを適用すると、ビュー内の更新がトランザクション別に新しい順に一覧表示されます。

♦ Events — 監査ログ エントリを イベント タイプでグループ化してから、ターゲット 1 クラス ID、作成日時 によりグ
ループ化します。

♦ Show All — すべてのエントリを表示します。 これはデフォルトのオプションです。

注: デフォルト フィルタをカスタマイズまたはフィルタを新規作成できます。 詳細については、以下の「関連手順」にある「フ
ィルタを作成する」を参照してください。 特定のプロパティ値により監査ログ エントリを選択するクエリを作成して、表示
する監査ログ エントリの数を制限することもできます。 詳細については、以下の「関連手順」にある「クエリ」を参照して
ください。
関連手順
フィルタを作成する
ログのエントリを検索する
ログのエントリを電子メールで送信する
監査ログのエントリをソートする
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ラベルとプロモーション状態を管理する
ラベルとプロモーション状態の管理に関連したタスクについて説明します。
このセクションの内容
ビュー ラベルをコピーする
既存のビュー ラベルに基づいてビュー ラベルを作成する方法を説明します。
ビュー ラベルをプロモートする
ビュー ラベルをあるプロモーション状態から次の状態にプロモートする方法を説明します。
ビュー ラベルを作成する
ビュー ラベルを作成する方法を説明します。
ビュー ラベルを降格する
ビュー ラベルを降格する方法を説明します。
フォルダからラベルを添付解除する
フォルダやフォルダ名のアイテムからビュー ラベルまたはリビジョン ラベルを添付解除する方法を説明します。
プロモーション状態を構成する
プロモーション状態を作成し構成する方法、アクセス権を割り当てる方法を説明します。
ラベル プロパティを構成または表示する
ラベル プロパティにアクセスし表示または変更する方法を説明します。
ラベルをアイテムから添付解除する
ビューまたはリビジョン ラベルからアイテムまたはフォルダを添付解除する方法を説明します。
ラベルをアイテムに添付する
アイテムの新しいリビジョン ラベルを作成、アイテム リビジョンの添付されたすべてのラベルを表示、アイテム リビ
ジョンから別のリビジョンにラベル リビジョンを移動する方法を説明します。
ラベルをアルファベット順でソートする
ラベルをアルファベット順でソートする方法を説明します。
ラベルをフォルダに添付する
ラベルをフォルダに添付する方法を説明します。
ラベルを凍結および凍結解除する
ラベルを凍結または凍結解除する方法を説明します。
ラベルを削除する
ビュー ラベルまたはリビジョン ラベルを完全に削除する方法を説明します。
ラベルを確認および移動する
ラベルを確認する方法、1 つのアイテムまたはフォルダ リビジョンから別のリビジョンにラベルを移動する方法を説
明します。
リビジョン ラベルをコピーする
既存のビュー ラベルをコピーする方法を説明します。
リビジョン ラベルを作成する
リビジョン ラベルを新規作成する方法を説明します。
ロールバック ビューからラベルを添付解除する
以前のリビジョンにロールバックしたビューからラベルを添付解除する方法を説明します。
特定のリビジョンからラベルを添付解除する
特定のリビジョンからラベルを添付解除する方法を説明します。
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ビュー ラベルをコピーする
ビュー ラベルを作成し、既存のビュー ラベルと同じアイテム リビジョンに添付して、ラベルに追加や例外を少し加える必要
がときにはあります。 ここでは、既存のビュー ラベルに基づいてビュー ラベルを作成する方法を説明します。 例として、ビ
ルドは、ビューがあるラベルにロール バックされてからのみ行われ、かつ、ビルドにはラベルと同じ名前がつけられると仮
定します。 前回のビルドで、ヘルプ ファイルが 1 つだけ欠けていた場合、ユーザーはおそらく、既存のラベルをそのファイ
ルも含めるように変更し、再ビルドしようとするでしょう。 しかし、前回のビルドがすでに、フィールド テストに参加しているユ
ーザーに渡されてしまっている場合、同じラベルの使用は混乱を招く可能性があります。 このような場合、古いラベルのコ
ピーとして新しいビュー ラベルを作成し、その後で欠けていたファイルを新しいラベルに追加すると良いでしょう。
注: ビュー ラベルのコピーは、この操作を実行しているビューにそのビュー ラベルが既に存在していなければ実行できま
せん。 また、ビューの構成も現在の構成である必要があります。

新しいビュー ラベルを作成し、それを既存のビュー ラベルと同じアイテム リビジョンに添付するには：
1

ビュー

2

新規作成 をクリックして、ビュー ラベル ダイアログ ボックスを開きます。

3

ラベル名とラベルの説明を入力します。

4

ラベル付きの構成 オプションを選択し、そのラベルを既存のラベルを含むアイテム リビジョンに添付します。

5

オプションで、このラベルをビルド ラベルにしない場合は、ビルド ラベルとして使用 のチェックボックスをオフにしま
す。

ラベル... を選択して、ラベル ダイアログ ボックスを開きます。

注:
6

デフォルトでは、すべてのビュー ラベルをビルド ラベルとして指定できます。

OK をクリックしてから、閉じる をクリックして、ラベル ダイアログ ボックスを閉じます。
新しいビュー ラベルが、既存のラベルと同じリビジョンに添付されます。

7

上部ペインで新しいラベルと異なっている必要があるアイテムを選択します。
ヒント:

特定のラベルですべてのアイテムを選択することもできます。 上部ペインでアイテムを右クリッ
クし、選択 ラベルで... を選択します。 ラベルを選択したとき、そのラベルに添付されているす
べてのアイテムが自動的に選択されます。

8

追加しないアイテムから新しいラベルを添付解除します。

9

以前に含まれていないアイテムに新しいラベルを添付し、すでに添付されているアイテムの別のリビジョンに新しいラ
ベルを添付します。
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関連概念
ラベル
フォルダ
ビューの概要
分岐の理解
ビューの適切な使用
関連手順
ラベルをアイテムに添付する
ラベルを削除する
ラベルをアイテムから添付解除する
ビュー ラベルを作成する
リビジョン ラベルを作成する
ラベルを確認および移動する
リビジョン ラベルをコピーする
ラベルを凍結および凍結解除する
ビュー ラベルをプロモートする
ビュー ラベルを降格する
ラベル プロパティを構成または表示する
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ビュー ラベルをプロモートする
適切なアクセス権があれば、ある状態から次の状態にビューラベルをプロモートすることができます。

ビュー ラベルを次のプロモーション状態にプロモートするには：
1

プロモーション... を選択し、プロモーション ダイアログ ボックスに、このビューに対して現在作成されている
ビュー
すべての状態が表示されます。
状態は、最後の状態から順に初期状態まで表示されます。

2

プロモートしようとしているビュー ラベルに現在関連付けられているプロモーション状態を選択します。

3

プロモート... をクリックします。 ビュー ラベルのプロモート ダイアログ ボックスに、ビュー ラベルが次の状態（プロモー
ション ダイアログ ボックスで、選択した状態のすぐ上にある状態）に割り当てられたことが表示されます。

4

意図したとおりになっていることを確認したら、OK をクリックします。

選択したビュー ラベルが、2 つのプロモーション状態に適用されました： 1 つはプロモートされた方、もう 1 つはもともと選
択していた方です。 通常は、その次の作業として、元の状態に新しいビュー ラベルを関連付けます。
関連概念
ビューの概要
ラベル
フォルダ
ビュー タイプの理解
ビューの適切な使用
分岐の理解
関連手順
現在のビュー構成をロールバックする
ビュー ラベルを降格する
ビューを管理する
ビューを作成および構成する
ビュー ラベルを作成する
ビュー ラベルをコピーする
リビジョン ラベルを作成する
リビジョン ラベルをコピーする
ラベルを確認および移動する
ラベルを凍結および凍結解除する
ビュー ラベルを降格する
ラベルを削除する
ラベルをアイテムから添付解除する
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ビュー ラベルを作成する
ビュー ラベル（通常、デフォルトでビルド ラベルとして使用される）は、特定のビュー内のすべてのフォルダとアイテムにラ
ベルを付ける場合にきわめて有効です。

ビュー ラベルを作成するには：
1

ラベルを適用する対象のビューを開きます。

2

ビュー

ラベル... を選択します。

ラベル ダイアログ ボックスが開き、ビュー タブがすでに選択された状態になります。 このタブには、既存のビュー ラ
ベルが、作成された時刻に基づいて新しい順に一覧表示されます。
3

新しいラベルを作成し、リスト ボックスにその名前を追加するために、新規作成 をクリックします。
ビュー ラベル ダイアログ ボックスが表示されます。

4

ラベル名とラベルの説明を該当するテキスト ボックスに入力します。 ラベル名の最大長は 64 文字であり、説明の最
大長は 254 文字です。

5

次のいずれかを選択します。

♦ 現在の構成： このラベルを、このビューの現在の構成内のすべてのアイテムのチップ リビジョンに添付します。
♦ ラベル付きの構成： このオプションでは、ユーザーが指定したラベルが現在付いているアイテムのリビジョンへ、
ラベルを添付します。 （別のビュー ラベルに基づいて新規ビュー ラベルを作成するのは、そのビュー ラベルを
コピーするのと同じ結果になります。）

♦ プロモーション状態の構成： このオプションでは、現在ユーザーが指定したプロモーション状態にあるアイテムの
リビジョンへ、ラベルを添付します。 （実際には、ラベルは、そのプロモーション状態の現在のビュー ラベルを含
むリビジョンに添付されます）。

♦ 日時を指定した構成： このオプションでは、指定した日時にチップ リビジョンであった、全アイテムのリビジョン
に、ラベルを添付します。

6

オプションで、以下のビルドで対応 プロパティの設定が 次のビルド になっている変更要求をすべて更新するには、ビ
ルド ラベルとして使用 のチェック ボックスをオンにします。 このオプションが選択されていない場合でも、変更要求に
はこのビュー ラベルが添付されますが、以下のビルドで対応 プロパティの設定が変更されません。

7

オプションで、このラベルを凍結して、このラベルに添付されるリビジョンを変更できないようにするには、凍結する チ
ェック ボックスをオンにします。

8

OK をクリックします。

注: StarTeam クライアントや StarTeam Server が稼動するコンピュータの日時は、同期が取られていることが常に重要で
す。 同期が取れていないまま、ユーザーがラベルの構成として現在時刻を選択した場合、ラベルが即座に表示されな
い場合があります。
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関連概念
ラベル
ビューの概要
分岐の理解
ビューの適切な使用
関連手順
リビジョン ラベルを作成する
ラベルを凍結および凍結解除する
ビュー ラベルをプロモートする
ビュー ラベルを降格する
ラベル プロパティを構成または表示する
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ビュー ラベルを降格する
ラベルの付いたファイルセットのプロモートが時期尚早で、降格させなければならない場合があります。 たとえば、あるビル
ドが「ベータ」状態にプロモートされたが重大な不備があるという場合、それ以前のプロモーション状態に戻す必要がでてき
ます。 ビュー ラベルは、プロモーション状態の編集によってのみ、降格させることができます。

ビュー ラベルを前の状態から降格させるには：
1

ビュー

2

[編集] をクリックして、プロモーション状態 ダイアログ ボックスを開きます。

3

ビュー ラベル ドロップダウン リストから、別のビュー ラベルを選択します。

4

OK をクリックします。

プロモーション... を選択して、プロモーション ダイアログ ボックスを開きます。

関連概念
ビューの概要
ラベル
フォルダ
ビュー タイプの理解
ビューの適切な使用
分岐の理解
関連手順
現在のビュー構成をロールバックする
ビュー ラベルをプロモートする
ビューを管理する
ビューを作成および構成する
ビュー ラベルを作成する
ビュー ラベルをコピーする
リビジョン ラベルを作成する
リビジョン ラベルをコピーする
ラベルを確認および移動する
ラベルを凍結および凍結解除する
ラベルを削除する
ラベルをアイテムから添付解除する
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フォルダからラベルを添付解除する
ビュー ラベルまたはリビジョン ラベルから特定のフォルダを削除する場合は、それらのフォルダからラベルを添付解除でき
ます。
注: 現在のビュー構成でアイテムから任意のラベルを添付や添付解除できます。ただし、これらの構成で削除したアイテム
を表示できません。 添付解除するラベルに基づいた構成にビューをロールバックする場合のみ、削除アイテムからビ
ュー ラベルを添付解除できます。

フォルダやその内容からビュー ラベルまたはリビジョン ラベルを添付解除するには：
1

フォルダ ツリー または フォルダ タブでフォルダを右クリックし、フォルダ
クスを開きます。

ラベル... を選択し ラベル ダイアログ ボッ

このダイアログ ボックスに、このフォルダに現在添付されているラベルが一覧表示されます。
2

フォルダから添付解除するラベルを選択します。

3

添付解除... をクリックします。

4

オプションで、リビジョン ラベルを添付解除する場合は、フォルダのみ、フォルダとその中のアイテム、または フォルダ
をルートとするサブツリー内のすべて オプションのいずれかを選択します。

注: フォルダからビュー ラベルを添付解除する場合は、そのフォルダに含まれているアイテムからもラベルが自動的に添
付解除されます。 また、子フォルダやその内容からも自動的に添付解除されます。
ラベルを添付解除するフォルダは更新後に表示されなくなります。
関連概念
ラベル
フォルダ
ビューの概要
分岐の理解
ビューの適切な使用
関連手順
ラベルをアイテムから添付解除する
ロールバック ビューからラベルを添付解除する
ラベルをアイテムに添付する
ビュー ラベルを作成する
リビジョン ラベルを作成する
リビジョン ラベルをコピーする
ラベルを確認および移動する
ラベルを凍結および凍結解除する
ビュー ラベルをプロモートする
ビュー ラベルを降格する
ラベル プロパティを構成または表示する
ラベルを削除する

612

プロモーション状態を構成する
プロモーション状態を作成する際、多くの管理者は、初期プロモーション状態に対してビュー ラベルの代わりに <現在> を
割り当てます。この状態が常に、チップ リビジョンを使用するからです。 また、後のプロモーション状態に対して <現在> を
割り当てることもしばしばあり、そのようなプロモーション状態に対しては、その時点ではビュー ラベルは付きません。 こう
した状態には、ビュー ラベルに関連付けられているファイルがその状態に必要な条件を満たした時に、後からビュー ラベ
ルが与えられます。 また、ビュー ラベルは先行する状態からラベルのない状態にプロモートする場合もあります。
プロモーション状態は、必要なアクセス権を持っている場合に限り作成することができます。アクセス権は、プロジェクト レ
ベルまたはビュー レベルで確認できます。

新しいプロモーション状態を作成するには：
1

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 ボックスに、このビューに対して現在作成されている状態が表示されます。 最後の状態
が、一覧の先頭に表示されます。
2

追加... をクリックして、プロモーション状態 ダイアログ ボックスを開きます。

3

プロモーション状態の 名前 と 説明 を入力します。

4

この状態に対して、ビュー ラベル ドロップダウン リストからビュー ラベルを選択して割り当てます。
ラベルは、それが作成された時間を基に、新しいものから順に一覧されます。 ラベルは、このダイアログ ボックスを使
用して随時変更したり、また、プロモートして次の状態に割り当てることができます。

5

OK をクリックして プロモーション状態 ダイアログ ボックスを閉じて、再度 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。

プロモーション状態を編集または削除するには：
1

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 ボックスに、このビューに対して現在作成されている状態が表示されます。 最後の状態
が、一覧の先頭に表示されます。
2

編集... をクリックして、プロモーション状態 ダイアログ ボックスを開きます。

3

名前、説明、または ビュー ラベル を変更します。

4

OK をクリックして プロモーション状態 ダイアログ ボックスを閉じて、再度 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。

プロモーション状態をリストで上または下に移動するには：
1

プロモーション ダイアログ ボックスを開きます。

2

リストからプロモーション状態を選択し、上へ移動 または 下へ移動 をクリックします。

プロモーション状態に対するアクセス権を変更するには：
1

プロモーション ダイアログ ボックスを開きます。

2

リストからプロモーション状態を選択し、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 ボックスが開きます。

3

次のいずれかを行います。
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♦ 追加... をクリックして、特定のアクセス権限を許可または禁止するグループや特定ユーザーを指定します。 特定
のアクセス権のチェックボックスをオンにして、許可 または 禁止 を選択します。

♦ 既存のユーザーやグループを選択し、対象のアクセス権限を変更します。

関連概念
プロモーション状態
ビューの適切な使用
関連手順
ラベルとプロモーション状態を管理する
ビュー ラベルをプロモートする
アクセス権をプロジェクトに割り当てる
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ラベル プロパティを構成または表示する
ビュー ラベルのプロパティには、その名前、説明、凍結/凍結解除ステータス、構成、およびビルド ラベルステータスが含ま
れます。 リビジョン ラベルのプロパティには、そのラベルの名前、説明、および凍結/凍結解除ステータスが含まれます。

編集するためビュー ラベルまたはリビジョン ラベルのプロパティを表示するには：
1

フォルダの階層ツリーから対象フォルダを選択します。

2

ビュー

ラベル... を選択します。

ラベル ダイアログ ボックスが表示されます。
3

ビュー または リビジョン タブのラベルを選択して、プロパティ... をクリックします。
ラベル<名前>の編集 ダイアログ ボックスが開き、ラベル名、ラベルの説明を変更し、ラベルを凍結または凍結解除で
きます。

フォルダ ラベルのプロパティを表示するには：
1

フォルダの階層ツリーから対象フォルダを選択します。

2

選択したフォルダを右クリックし、ラベル... を選択します。
ラベル ダイアログ ボックスが開き、このフォルダに添付されているすべてのラベルが一覧表示されます。

3

リストからラベルを選択し、プロパティ... をクリックします。
ビューラベル（読み取り専用） ダイアログ ボックスが開き、ユーザーが選択したラベルのプロパティを表示できます。

[ラベル] ペインからラベルのプロパティを表示するには：
1

上部ペインからアイテムを 1 つ選択します

2

下部ペインの ラベル タブをクリックします。

3

ラベル ペインのラベルを右クリックし、[プロパティ...] を選択します。
ビューラベル（読み取り専用） ダイアログ ボックスが開き、ユーザーが選択したラベルのプロパティを表示できます。
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関連概念
ラベル
フォルダ
ビューの概要
分岐の理解
ビューの適切な使用
関連手順
ラベルをアイテムに添付する
ビュー ラベルを作成する
リビジョン ラベルを作成する
ラベルを確認および移動する
リビジョン ラベルをコピーする
ラベルを凍結および凍結解除する
ビュー ラベルをプロモートする
ビュー ラベルを降格する
ラベル プロパティを構成または表示する
ラベルを削除する
ラベルをアイテムから添付解除する
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ラベルをアイテムから添付解除する
ビュー ラベルまたはリビジョン ラベルから特定のアイテムを削除する場合は、それらのアイテムから個別に、またはまとめ
てラベルを添付解除できます。 一般に、ラベルは、ファイルまたはフォルダから添付解除します。
注: 現在のビュー構成でアイテムから任意のラベルを添付や添付解除できます。ただし、これらの構成で削除したアイテム
を表示できません。 添付解除する予定のラベルを基にした構成にビューをロールバックする場合のみ、削除アイテム
からビュー ラベルを添付解除できます。

選択されたアイテムからビュー ラベルまたはリビジョン ラベルを添付解除するには：
1

フォルダの階層ツリーからフォルダを選択します。

2

添付解除するアイテムを含むコンポーネント タブをクリックします。

3

ラベルを添付解除するアイテムを選択します。

4

選択アイテムを右クリックし、ラベル

添付解除... を選択します。

ラベルの添付解除 ダイアログ ボックスが開き、既存のラベルがすべて一覧表示され、それらがビュー ラベルかリビジ
ョン ラベルか識別できるようになっています。 デフォルトでは、ビュー ラベル と リビジョン ラベル の両方のチェックボ
ックスがオンになっています。
5

オプションで、ビュー ラベル または リビジョン ラベル のいずれか一方のチェックボックスをオフにして、一方のタイプ
のラベルにリストを限定します。

6

リストからラベルを選択し、OK をクリックします。

関連概念
ラベル
フォルダ
ビューの概要
分岐の理解
ビューの適切な使用
関連手順
フォルダからラベルを添付解除する
ロールバック ビューからラベルを添付解除する
ラベルをアイテムに添付する
ビュー ラベルを作成する
リビジョン ラベルを作成する
リビジョン ラベルをコピーする
ラベルを確認および移動する
ラベルを凍結および凍結解除する
ビュー ラベルをプロモートする
ビュー ラベルを降格する
ラベル プロパティを構成または表示する
ラベルを削除する
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ラベルをアイテムに添付する
1 つのアイテム、またはグループ化する予定の 1 組のアイテムに対する操作として、新しいリビジョン ラベルの作成、その
アイテムまたはアイテム リビジョンへの既存のラベルの添付、すべてのラベルの確認、リビジョン ラベルの削除などが可能
です。

選択されたアイテムに対して新しいリビジョン ラベルを作成するには：
1

左側のフォルダ階層からフォルダを選択し、ラベルを添付するアイテムを含むコンポーネント タブを選択します。

2

上部ペインで（複数の）アイテムを選択します。

3

選択した（複数）アイテムを右クリックし、ラベル
クスを開きます。

4

ラベル名とラベルの説明を該当するテキスト ボックスに入力します。 ラベル名は最大 64 文字まで、説明は最大 254
文字まで入力できます。

5

オプションで、選択されたアイテム リビジョンだけがこのラベルを持てるようにするには、凍結する チェック ボックスを
オンにします。

6

構成オプションを選択して、このラベルを添付するアイテム リビジョンを指定します。 選択できるのは以下のいずれか
です。

新規作成... を選択し 新規リビジョン ラベルの添付 ダイアログ ボッ

♦ 現在の構成： このラベルをチップ リビジョンに添付します。
♦ ラベル付きの構成： このラベルを、指定したラベルを含むリビジョンに添付します。 各ラベルは、作成された時刻
に基づいて新しい順に一覧表示されます。

♦ プロモーション状態の構成： このラベルを、現在、指定されたプロモーション状態にあるリビジョンに添付します
（実際には、ラベルは、そのプロモーション状態の現在のビュー ラベルを含むリビジョンに添付されます）。

♦ 日時を指定した構成： このラベルを、指定した日付と時刻にチップ リビジョンであったリビジョンに添付します。
7

[OK] をクリックします。

選択されたアイテムに既存のビュー ラベルまたはリビジョン ラベルを添付するには：
1

左側のフォルダ階層からフォルダを選択し、ラベルを添付するアイテムを含むコンポーネント タブを選択します。

2

上部ペインで（複数の）アイテムを選択します。

3

選択した（複数）アイテムを右クリックし、ラベル

添付... を選択し ラベルの添付 ダイアログ ボックスを開きます。

このダイアログ ボックスには既存のすべてのラベルが一覧表示され、それらのラベルがビュー ラベルまたはリビジョ
ン ラベルとして識別されます。 デフォルトでは、ビュー ラベル と リビジョン ラベル の両方のチェック ボックスがオンに
なっています。
4

ビュー ラベル または リビジョン ラベル チェック ボックスをオフにして、1 つの特定タイプのラベルにリストを限定しま
す。

5

一覧からラベルを選択します。

6

オプションで、アイテム リビジョンの選択を変更するには、構成オプションを選択して、このラベルを添付するアイテム
リビジョンを指定します。 選択できるのは以下のいずれかです。

♦ 現在の構成： このラベルをチップ リビジョンに添付します。
♦ ラベル付きの構成： このラベルを、指定したラベルを含むリビジョンに添付します。 各ラベルは、作成された時刻
に基づいて新しい順に一覧表示されます。

♦ プロモーション状態の構成： このラベルを、現在、指定されたプロモーション状態にあるリビジョンに添付します
（実際には、ラベルは、そのプロモーション状態の現在のビュー ラベルを含むリビジョンに添付されます）。

618

♦ 日時を指定した構成： このラベルを、指定した日付と時刻にチップ リビジョンであったリビジョンに添付します。
7

OK をクリックします。

特定のアイテム リビジョンに既存のビュー ラベルまたはリビジョン ラベルを添付するには：
1

左側のフォルダ階層からフォルダを選択し、ラベルを添付するアイテムを含むコンポーネント タブを選択します。

2

上部ペインでアイテムを選択してから、下部ペインの ラベル タブをクリックします。

3

ラベル ペインでアイテム リビジョンを右クリックし、添付... を選択し ラベルの添付 ダイアログ ボックスを開きます。
このダイアログ ボックスには既存のすべてのラベルが一覧表示され、それらのラベルがビュー ラベルまたはリビジョ
ン ラベルとして識別されます。 デフォルトでは、ビュー ラベル と リビジョン ラベル の両方のチェック ボックスがオンに
なっています。

4

ビュー ラベル または リビジョン ラベル チェック ボックスをオフにして、1 つの特定タイプのラベルにリストを限定しま
す。

5

一覧からラベルを選択します。

6

オプションで、アイテム リビジョンの選択を変更するには、構成オプションを選択して、このラベルを添付するアイテム
リビジョンを指定します。 選択できるのは以下のいずれかです。

♦ 現在の構成： このラベルをチップ リビジョンに添付します。
♦ ラベル付きの構成： このラベルを、指定したラベルを含むリビジョンに添付します。 各ラベルは、作成された時刻
に基づいて新しい順に一覧表示されます。

♦ プロモーション状態の構成： このラベルを、現在、指定されたプロモーション状態にあるリビジョンに添付します
（実際には、ラベルは、そのプロモーション状態の現在のビュー ラベルを含むリビジョンに添付されます）。

♦ 日時を指定した構成： このラベルを、指定した日付と時刻にチップ リビジョンであったリビジョンに添付します。
7

OK をクリックします。

アイテム リビジョンに添付されたラベルを確認するには：
1

左側のフォルダ階層からフォルダを選択し、ラベルを添付するアイテムを含むコンポーネント タブを選択します。

2

上部ペインでアイテムを選択してから、下部ペインの ラベル タブをクリックします。
ラベル ペインが表示され、このアイテムのすべてのリビジョンが表示されます。

3

ラベル ペインのリビジョンを右クリックして、そのラベルをすべて表示します。

リビジョン ラベルをあるアイテム リビジョンから別のアイテム リビジョンに移動するには：
1

左側のフォルダ階層からフォルダを選択し、ラベルを添付するアイテムを含むコンポーネント タブを選択します。

2

上部ペインでアイテムを選択してから、下部ペインの ラベル タブをクリックします。
ラベル ペインが表示され、このアイテムのすべてのリビジョンが表示されます。

3

ラベル ペインのリビジョンを右クリックして、そのラベルをすべて表示します。

4

特定のラベルを選択し、それをあるリビジョンから別のリビジョンにドラッグします。

注: ラベルはアイテムの 1 つのリビジョンのみに添付できます。
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関連概念
ラベル
フォルダ
ビューの概要
分岐の理解
ビューの適切な使用
関連手順
ラベルをフォルダに添付する
ビュー ラベルを作成する
リビジョン ラベルを作成する
ラベルを確認および移動する
リビジョン ラベルをコピーする
ラベルを凍結および凍結解除する
ビュー ラベルをプロモートする
ビュー ラベルを降格する
ラベル プロパティを構成または表示する
ラベルを削除する
ラベルをアイテムから添付解除する
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ラベルをアルファベット順でソートする
ここでは、ラベルの添付 ダイアログ ボックスの列名で昇順や降順のアルファベット順でラベルをソートする方法を説明しま
す。 ダイアログ ボックス内で列の順序を変更する方法も説明します。 ラベルの添付 ダイアログ ボックスには、次の列があ
り、ビュー ラベルとリビジョン ラベルの両方がすべてソートと移動ができます。

♦ Name（名前）
♦ Description
♦ 時間
♦ 作成日時
♦ 作成者
注: ラベルの添付 ダイアログ ボックスで選択した列に対してソートと再配置の選択は、セッションの間で維持されません。

フォルダに対してラベルをアルファベット順でソートするには：
1

フォルダ ツリー でフォルダを右クリックし、ラベル... を選択し ラベル ダイアログ ボックスを開きます。

2

添付... をクリックして、ラベルの添付 ダイアログ ボックスを開きます。

3

ラベルの添付 ダイアログ ボックスで、対象の列見出しをクリックしアルファベット順にソートします。 列見出しを再びク
リックすると、ソート順が反転します。

アイテムに対してラベルをアルファベット順でソートするには：
1

上部ペインでアイテムを右クリックし、ラベル

添付... を選択します。

ラベルの添付 ダイアログ ボックスが表示されます。
2

ラベルの添付 ダイアログ ボックスで、対象の列見出しをクリックしアルファベット順にソートします。 列見出しを再びク
リックすると、ソート順が反転します。

[ラベルの添付] ダイアログ ボックスで列を再配置するには：
1

前の手順の 1 つで説明したように ラベルの添付 ダイアログ ボックスを開きます。

2

列見出しをクリックしてドラッグすると、ダイアログ ボックス内で位置の順序を変更します。

関連概念
フォルダ
ラベル
ラベルをアイテムに添付する
関連手順
リビジョン ラベルを作成する
ラベルをアイテムから添付解除する
ラベルを確認および移動する
リビジョン ラベルをコピーする
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ラベルをフォルダに添付する
フォルダへのラベル添付はアイテムへのラベル添付と少し異なります。 リビジョン ラベルをフォルダに添付する際には、そ
のフォルダに入っているアイテムや、そのフォルダをルートとするサブツリー内のすべてのもの（子フォルダとその中のも
の）にも、そのラベルを添付できます。
フォルダからリビジョン ラベルの添付を解除する場合は、そのフォルダに関連付けられているアイテム（設定によっては子
フォルダとその中のアイテム）からもラベルの添付を解除できます。 ビュー ラベルの添付を解除する場合、そのラベルは、
フォルダに入っているアイテム、子フォルダ、および子フォルダ内のものから自動的に添付解除されます。
注: ラベルがリビジョン ラベルかビュー ラベルかを判断するには、そのラベルをダブルクリックするか、ラベルを選択し [プ
ロパティ...] をクリックします。 リビジョン ラベルには、名前と説明の各プロパティがあります。 また、ビュー ラベルに
は、名前、説明、および構成日時の各プロパティがあります。

新しいリビジョン ラベルを作成し、フォルダやその中のものに添付するには：
1

フォルダ階層ツリー、または上部ペインの フォルダ タブ から、フォルダを選択します。

2

選択したフォルダを右クリックし、ラベル... を選択し ラベル ダイアログ ボックスを開きます。

3

新しいラベルを添付するリビジョンを選択します。

4

新規作成... をクリックします。
新規リビジョン ラベルの添付 ダイアログ ボックスが表示されます。

5

ラベルの名前と説明（254 文字以内）を該当するテキスト ボックスに入力します。

6

オプションで、選択したリビジョンにしかこのラベルを添付できないようにするには、凍結する チェック ボックス（「変更
できない」という意味）をオンにします。

7

次のいずれかを行います。

♦ フォルダのみ を選択し、選択フォルダのみにラベルを添付します。
♦ フォルダとその中のアイテム を選択し、フォルダとその中のアイテムにラベルを添付します。
♦ フォルダをルートとするサブツリー内のすべて を選択し、フォルダとそのアイテム、子フォルダとそのアイテムに
ラベルを添付します。

注: フォルダにラベルを添付すると、そのフォルダ内のアイテムや子フォルダなどにもそのラベルが添付されるので、ラベル
は常に各フォルダおよびアイテムの現在の構成に添付されます。 フォルダの前のリビジョンにラベルを添付できませ
ん。

フォルダやその中に入っているものに既存のビュー ラベルまたはリビジョン ラベルを添付するには：
1

フォルダ階層ツリー、または上部ペインの フォルダ タブ から、フォルダを選択します。

2

選択したフォルダを右クリックし、ラベル... を選択し ラベル ダイアログ ボックスを開きます。

3

添付... をクリックします。 ラベルの添付 ダイアログ ボックスに既存のラベルがすべて一覧表示され、それらがビュー
ラベルかリビジョン ラベルか識別できるようになっています。 デフォルトでは、ビュー ラベル と リビジョン ラベル の両
方のチェック ボックスがオンになっています。
ビュー ラベルかリビジョン ラベルのどちらか一方のみ表示するには、表示しないほうのチェック ボックスをオフにしま
す。

4

ラベルを選択します。

5

次のいずれかを行います。
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♦ フォルダのみ を選択し、選択フォルダのみにラベルを添付します。
♦ フォルダとその中のアイテム を選択し、フォルダとその中のアイテムにラベルを添付します。
♦ フォルダをルートとするサブツリー内のすべて を選択し、フォルダとそのアイテム、子フォルダとそのアイテムに
ラベルを添付します。
注:

6

フォルダにラベルを添付すると、そのラベルは常に各フォルダおよびアイテムの現在の構成に添付
されます。 フォルダについては過去のリビジョンにラベルを添付できませんが、アイテムに対しては
添付が可能です。

OK をクリックします。

フォルダのリビジョンに添付されているラベルを確認するには：
1

フォルダ階層ツリー、または上部ペインの フォルダ タブ から、フォルダを選択します。

2

選択したフォルダを右クリックし、ラベル... を選択し ラベル ダイアログ ボックスを開きます。
ラベル ダイアログ ボックスが開き、すべてのラベル、すなわち選択したフォルダに現在添付されているラベルがリビジ
ョンごとに一覧表示されます。

リビジョン ラベルをあるフォルダリビジョンから別のフォルダリビジョンに移動するには：
1

フォルダ階層ツリー、または上部ペインの フォルダ タブ から、フォルダを選択します。

2

選択したフォルダを右クリックし、ラベル... を選択します。

3

ラベル ダイアログ ボックスで、リビジョン ラベルを 1 つのフォルダ リビジョンのノードから別のノードにドラッグします。

関連概念
ラベル
フォルダ
ビューの概要
分岐の理解
ビューの適切な使用
関連手順
ラベルをアイテムに添付する
ビュー ラベルを作成する
リビジョン ラベルを作成する
リビジョン ラベルをコピーする
ラベルを確認および移動する
ラベルを凍結および凍結解除する
ビュー ラベルをプロモートする
ビュー ラベルを降格する
ラベル プロパティを構成または表示する
ラベルを削除する
ラベルをアイテムから添付解除する
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ラベルを凍結および凍結解除する
ラベルが凍結されている場合は、そのラベルに対して次の操作を行うことはできません。

♦ 追加のフォルダまたはアイテムに添付する。
♦ フォルダまたはアイテムから添付解除する。
♦ フォルダまたはアイテムの、あるリビジョンから別のリビジョンに移動する。
ヒント: 凍結されたラベルは、青い丸の背景に雪の結晶があるラベル アイコンによって識別できます。 このアイコンは、リ
スト ボックスのラベル名の前に表示されます。

ラベルを凍結または凍結解除するには：
1

ビュー

2

次のいずれかを行います。

ラベル... を選択して、ラベル ダイアログ ボックスを開きます。

♦ 凍結するラベルがビュー ラベルの場合は、ビュー タブを選択します。
♦ 凍結するラベルがリビジョン ラベルの場合は、リビジョン タブを選択します。
両方のタブには、既存のラベルが、作成された時刻に基づいて新しい順に一覧表示されます。
3

リスト ボックスからラベルを選択します。

4

凍結 または 凍結解除 をクリックします。

5

完了したら 閉じる をクリックします。
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ラベルを削除する
StarTeam では、ビューからビュー ラベルまたはリビジョン ラベルを完全に削除できますが、必要があれば、後で同じ名前
のラベルを新規作成できます。 ラベルを削除すると、ラベルのリストには表示されなくなり、またフォルダやアイテムにも添
付できなくなります。
注: ラベルが凍結されている場合は、削除する前にそのラベルを凍結解除する必要があります。

ビュー ラベルを削除するには：
1

ラベルを削除する対象のビューを開きます。

2

ビュー

ラベル... を選択します。

ラベル ダイアログ ボックスが表示されます。
3

削除するラベルのタイプに対応するタブ、ビュー ラベルでは ビュー タブ、リビジョン ラベルでは リビジョン タブを選択
します。
これらのタブには、既存のラベルが、作成された時刻に基づいて新しい順に一覧表示されます。

4

ラベルを選択し、削除 をクリックします。
ビューからラベルが削除されます。
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ラベルを確認および移動する
特定のアイテムまたはフォルダに現在添付されているラベルを調べるために、それらのラベルを ラベル ペインに表示でき
ます。 リビジョン ラベルの場合は、それらのラベルをそのフォルダまたはアイテムの別のリビジョンに移動することもできま
す。

アイテム リビジョンに添付されたラベルを確認するには：
1

フォルダの階層ツリーからフォルダを選択します。

2

上部ペインでコンポーネント タブをクリックし、アイテムを選択します。

3

下部ペインの ラベル タブをクリックします。
ラベル ペインが表示され、このアイテムのすべてのリビジョンが表示されます。

4

リビジョンをダブルクリックして、リビジョン ノードを展開し、そのラベルを表示します。

リビジョン ラベルをあるアイテム リビジョンから別のアイテム リビジョンに移動するには：
1

フォルダの階層ツリーからフォルダを選択します。

2

上部ペインでコンポーネント タブをクリックし、アイテムを選択します。

3

下部ペインの ラベル タブをクリックします。
ラベル ペインが表示され、このアイテムのすべてのリビジョンが表示されます。

4

リビジョンをダブルクリックして、リビジョン ノードを展開し、そのラベルを表示します。

5

リビジョン ラベルを選択し、それをあるリビジョンから別のリビジョンにドラッグします。
注:

ラベルは 1 つのリビジョンにしか添付できません。

フォルダのリビジョンに添付されたラベルを確認するには：
1

フォルダの階層ツリーからフォルダを選択します。

2

フォルダ ツリー

ラベル... を選択して、ラベル ダイアログ ボックスを開きます。

現在このフォルダに添付されているすべてのラベルがリビジョンごとに表示されます。

リビジョン ラベルをあるフォルダリビジョンから別のフォルダリビジョンに移動するには：
1

フォルダの階層ツリーからフォルダを選択します。

2

フォルダ ツリー

ラベル... を選択して、ラベル ダイアログ ボックスを開きます。

現在このフォルダに添付されているすべてのラベルがリビジョンごとに表示されます。
3

リビジョン ラベルを、あるフォルダ リビジョン ノードから別のフォルダリ ビジョン ノードにドラッグします。
注:

ラベルは 1 つのリビジョンにしか添付できません。
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リビジョン ラベルをコピーする
リビジョン ラベルのコピーが必要な場合があります。 たとえば、アイテムをあるビュー（ソース ビュー）から別のビュー（ター
ゲット ビュー）に移動したり共有したりする場合、ソース ビューのラベルはターゲット ビューには含まれません。 しかし、移
動または共有の後にリビジョン ラベルをコピーすることによって、移動または共有されたアイテムでリビジョン ラベルを選択
的に保持することができます。
リビジョン ラベルをコピーすると、そのリビジョン ラベルは、元のリビジョン ラベルと同じアイテムの同じリビジョンに直ちに
添付されます。 2 つのリビジョン ラベルが同じビューにある場合は、各ラベルが同じ個数のアイテムに添付されます。 しか
し、2 つのリビジョン ラベルが異なるビューにある場合、新しいラベルが同じアイテムの同じリビジョンに添付されるのは、コ
ピー操作の時点でそのアイテムとリビジョンが新しいラベルのビューに存在する場合だけです。
リビジョン ラベルのコピーには各種の方法がありますが、以下の手順では、リビジョン ラベルが現在のビューか、または別
のアクセス可能なビューにある場合にコピーできます。 また、ここではファイルの操作を前提にしていますが、その他の種
類のアイテムにも適用できます。

リビジョン ラベルを既存のラベルに基づいて作成し、それに追加や例外を少し加えるには：
1

ビュー

2

新規作成 をクリックして、リビジョン ラベル ダイアログ ボックスを開きます。

3

リビジョン ラベルの名前と説明を入力します。

4

別のリビジョン ラベルからコピー チェックボックスをオンにします。

5

選択... をクリックして、リビジョン ラベルのコピー ダイアログ ボックスを開きます。

6

プロジェクト のリストからプロジェクト、ビュー ツリーからビュー、ラベル リストのリビジョン ラベルを選択します。

7

OK をクリックして、リビジョン ラベルのコピー ダイアログ ボックスを閉じて、OK をクリックして、リビジョン ラベル ダイ
アログ ボックスを閉じます。 ラベル ダイアログ ボックスの 閉じる をクリックします。

ラベル... を選択して、ラベル ダイアログ ボックスの リビジョン タブを選択します。

新しいリビジョン ラベルが、既存のラベルと同じリビジョンに添付されます。
8

次のいずれかを行います。

♦ 新しいリビジョン ラベルを使用して、変更された 1 つまたは複数のファイルをチェックインします。
♦ 変更されたファイルをチェックインし、新しいリビジョン ラベルを、変更されたファイル リビジョンに手動で添付し

ます。 これを実行するには、チェックインするファイルを選択してから、下部ペインの ラベル タブをクリックしま
す。 ラベル ペインで、新しいリビジョン ラベルを、適切な（通常は、チップ）リビジョンにドラッグします。 変更され
た他のファイルについて、これらの手順を繰り返します。
注:

新しいファイルが追加されている場合は、ファイル
す。
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ラベル

添付... を使用してラベルを添付しま
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リビジョン ラベルを作成する
ビュー ラベルと同様に、新しいリビジョン ラベルも ビュー メニューから作成できます。 実際、新しいリビジョン ラベルを既
存のリビジョン ラベルに基づいて別のビューに作成する場合は、ビュー メニューを使用する必要があります。 ただし、リビ
ジョン ラベルは、フォルダ ツリー メニュー、コンポーネント メニュー、またはコンテキスト メニューからも作成できます。

選択されたアイテムに対する新しいリビジョン ラベルを [ビュー] メニューから作成するには：
1

フォルダの階層ツリーからフォルダを選択します。

2

上部ペインの任意のコンポーネント タブで（複数）アイテムを選択します。

3

ビュー

ラベル... を選択して、ラベル ダイアログ ボックスの リビジョン タブをクリックします。

ラベルは、作成された時間を基に、新しいものから順に一覧表示されます。
4

ラベルの名前と説明を入力します。
ラベル名は最大 64 文字まで、説明は最大 254 文字まで入力できます。

5

オプションで、このラベルを凍結して、このラベルが添付されたリビジョンを変更できないようにするには、凍結する 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。
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ロールバック ビューからラベルを添付解除する
場合によりロールバック ビューでアイテムからラベルを添付解除する必要があります。 たとえば、ビュー ラベルが添付され
ているファイルを削除するとします。 その後、削除したファイルに添付されていたビュー ラベルの 1 つに基づいてビルド ラ
ベルを作成していました。 ビルドを実行するため新しいビルド ラベルにビューをロールバックする場合、削除したファイルが
ユーザーのビューに再度表示されます。 このビルドでファイルをビルドしない場合は、そのファイルから新しいビルド ラベル
を添付解除できます。 ロールバック ビューから別のラベルを添付解除する場合は、エラー メッセージにより、ビューがロー
ルバックされているラベルのみ添付解除できることが示されます。
注: 現在のビュー構成でアイテムから任意のラベルを添付や添付解除できます。ただし、これらの構成で削除したアイテム
を表示できません。 添付解除するラベルに基づいた構成にビューをロールバックする場合のみ、削除アイテムからビ
ュー ラベルを添付解除できます。

ロールバック ビューからビュー ラベルを添付解除するには：
1

添付解除するビュー ラベルにビューをロールバックします。

2

上部ペインから、ビュー ラベルを添付解除する対象のアイテムを選択します。

3

下部ペインの ラベル タブをクリックします。

4

削除するラベルを右クリックし、添付解除... を選択します。

5

OK をクリックします。

ラベルを添付解除するアイテムは更新後に表示されなくなります。
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特定のリビジョンからラベルを添付解除する
ビュー ラベルまたはリビジョン ラベルから特定のアイテムを削除する場合は、それらのアイテムから個別に、またはグルー
プとしてラベルを添付解除できます。 一般に、ラベルを添付解除するアイテムは、ファイルまたはフォルダです。

特定のアイテム リビジョンからラベルを添付解除するには：
1

フォルダの階層からフォルダを選択します。

2

上部ペインで、添付解除するアイテムを含むコンポーネント タブをクリックして、アイテムを選択します。

3

下部ペインの ラベル タブをクリックします。

4

ラベル ペインでリビジョンをダブルクリックして、そのリビジョンに添付されているすべてのラベルをそのリビジョンの子
として表示します。

5

削除するラベルを右クリックし、添付解除... を選択します。

6

OK をクリックします。
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アイテムをリンクおよびリンク解除する
このセクションではアイテムのリンクおよびリンク解除に関連する手順を説明します。
このセクションの内容
アクティブ処理アイテムにリンクされたファイルを検索する
アクティブ処理アイテムにリンクされたすべてのファイルを検索する方法を説明します。
ファイルを処理アイテムにリンクする
処理アイテムとアクティブ処理アイテムにファイルをリンクして固定するプロセスを説明します。
リンク アイテムのプロパティをカスタマイズする
リンクからアイテムのプロパティを変更する方法を説明します。
リンクされたファイルをチェックインおよびチェックアウトする
リンクされたアイテムからリンクされたファイルをチェックインおよびチェックアウトする方法を説明します。
リンクされたファイルを選択する
リンク アイテムからリンクされたファイルを選択する方法を説明します。
リンクされた変更要求を確認する
リンクされた変更要求を確認する方法を説明します。
リンクのプロパティをカスタマイズする
リンクのプロパティを変更する方法を説明します。
リンクを表示する
[リンク] ペインにリンクを表示させる方法について説明します。
内部または外部からアイテムをリンクする
同じビュー内にあるフォルダおよびアイテムの両方を内部的にリンクする方法、もしくは、2 つの異なるサーバーま
たは構成上にあるアイテムを外部的にリンクする方法について、説明します。
処理タスクを別のタスクから抽出する
処理タスクを別のタスクから抽出する方法について説明します。
外部リンクを作成する
異なるサーバー間でフォルダとアイテムをリンクする方法を説明します。
拡張処理リンクのみを表示する
[リンク] ペインに拡張処理リンクを表示する方法を説明します。
拡張処理リンクの使用を有効にする
クライアントでプロジェクトに対して拡張処理リンクの使用を有効にする方法について説明します。
特定リビジョンをリンクする
特定のリビジョンにリンクする方法を説明します。
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アクティブ処理アイテムにリンクされたファイルを検索する
アクティブ処理アイテムにリンクされたファイルがあるときは、リンクされたすべてのファイルを直ちに検索できます。

アクティブ処理アイテムにリンクされたファイルを検索するには：
1

上部ペインでアクティブ処理アイテムを含む、変更要求、要件、または タスク タブをクリックします。
ステータス バー の左側を見るとどのアイテムがアクティブ処理アイテムはわかります。 ステータス バー の 2 番目の
ボックスに アクティブ処理アイテム アイコンと、アイテムの名前が表示されます。

2

アクティブ処理アイテムを選択してから、下部ペインの リンク タブをクリックします。

リンク ペインには、このアイテムにリンクされているすべてのファイルが表示されます。
関連概念
リンク： 内部および外部
チェックインおよびチェックアウトの関連操作
関連手順
内部または外部からアイテムをリンクする
特定リビジョンをリンクする
リンクされた変更要求を確認する
リンクされたファイルをチェックインおよびチェックアウトする
リンクされたファイルを選択する
リンクのプロパティをカスタマイズする
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ファイルを処理アイテムにリンクする
プロジェクトに対して処理ルールが強制されている場合、新しいファイル リビジョンを処理アイテムにリンクおよび固定する
ことが必要です。 処理ルールが強制されていない場合は、この手順は任意となり、変更要求、要件、またはタスクのどれを
処理アイテムとして選択してもかまいません。

処理アイテムにファイル リビジョンをリンクおよび固定するには：
1

上部ペインの ファイル タブをクリックし、チェックインする（複数）ファイルを選択します。

2

ファイル

3

処理アイテムをリンクおよび固定する チェックボックスをオンにする。

4

選択... をクリックして、処理アイテムの選択 ダイアログ ボックスを開きます。

5

使用可能な処理アイテム一覧を制限するため、次のうちの 1 つを選択します。

チェックイン... を選択して、チェックイン ダイアログ ボックスを開きます。

♦ すべての許可アイテムを一覧表示する： 処理アイテムとして使用可能なすべてのアイテムを表示します。 処理
ルールが強制されていない場合、一覧には、すべての変更要求、要件、およびタスクが含まれます。

♦ 自分に割り当てられたすべての許可アイテムを一覧表示する： 処理アイテムとして使用可能なアイテムで自分
が担当しているすべてのアイテムを表示します。

♦ リンクされたアイテムを一覧表示する： チェックインしているファイルの少なくとも 1 つにすでにリンクされている

処理アイテムを一覧表示します。 複数ファイルにリンクされている場合でも、処理アイテムはリストに 1 度だけ
表示されます。 また、1 つの処理アイテムが複数のファイルに対してリンクされている場合、ダイアログ ボックス
に表示されるファイル名は 1 つだけです。 このようになってはいますが、アプリケーションでは追加されるすべて
のファイルに対してリンクの更新または作成を行います。

6

変更要求、要件、または タスク タブを選択し、一覧するアイテムを特定のタイプのものに限定します。

7

処理アイテムの一覧から、アイテムをアクティブ処理アイテムとして選択し、OK をクリックします。

8

オプションで、処理アイテムの作業が完了した場合は、チェックイン ダイアログ ボックスで、選択した処理アイテムを解
決/終了/完了としてマークする チェックボックスをオンにします。

9

チェックイン ダイアログ ボックスのフィールドにすべて入力し、OK を押します。

ヒント: 処理ルールが強制されている場合、変更要求、要件、またはタスクによっては、そのステータスが原因で、処理アイ
テムとして使用することが許されない場合があります。 そのようなアイテムを選択して、OK をクリックすると、アプリ
ケーションからその旨通知されます。 リスト ボックス内のアイテムをダブルクリックすると、そのプロパティを表示し
て、リンクされた処理アイテムに対して許可されるステータスに変更できます。

アクティブ処理アイテムにファイル リビジョンをリンクおよび固定するには：
1

上部ペインの ファイル タブをクリックし、チェックインする（複数）ファイルを選択します。

2

ファイル

チェックイン... を選択して、チェックイン ダイアログ ボックスを開きます。

処理アイテムをすでに指定している場合は、デフォルトで 処理アイテムをリンクおよび固定する フィールドに表示され
ます。
3

このアクティブ処理アイテムを受け入れるには、処理アイテムをリンクおよび固定する チェックボックスをオンにしま
す。

4

オプションで、アクティブ処理アイテムの作業が完了した場合は、チェックイン ダイアログ ボックスで、選択した処理ア
イテムを解決/終了/完了としてマークする チェックボックスをオンにします。

5

チェックイン ダイアログ ボックスのフィールドにすべて入力し、OK を押します。
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関連概念
リンク： 内部および外部
チェックインおよびチェックアウトの関連操作
関連手順
内部または外部からアイテムをリンクする
特定リビジョンをリンクする
リンクされた変更要求を確認する
リンクされたファイルをチェックインおよびチェックアウトする
リンクされたファイルを選択する
リンクのプロパティをカスタマイズする
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リンク アイテムのプロパティをカスタマイズする
フォルダやアイテムのプロパティを直接 リンク ペインから表示または変更できます。

フォルダまたはアイテムのプロパティをリンクから表示または変更するには：
1

フォルダまたは別のアイテムにリンクされているアイテムを上部ペインから選択します。

2

下部ペインの リンク タブを選択します。

3

リンクを右クリックして、アイテムのプロパティ... を選択して アイテムのプロパティ ダイアログ ボックスを表示します。
このダイアログ ボックスには、リンク ペインの アイテム 列のフォルダまたはアイテムに関する情報が表示されます。

関連概念
リンク： 内部および外部
チェックインおよびチェックアウトの関連操作
関連手順
内部または外部からアイテムをリンクする
特定リビジョンをリンクする
リンクされた変更要求を確認する
リンクされたファイルをチェックインおよびチェックアウトする
リンクされたファイルを選択する
ファイルを処理アイテムにリンクする
関連参照
プロジェクト、フォルダ、アイテムのプロパティ
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リンクされたファイルをチェックインおよびチェックアウトする
1 つ以上の変更要求がリンクされたファイルをチェックインする場合、リンク ペインから実行できます。

リンクされたファイルをチェックインするには：
1

上部ペインで、チェックインやチェックアウトする（複数）ファイルにリンクされたアイテムを含むコンポーネント タブをク
リックします。

2

アイテムを選択します。

3

下部ペインで、リンク タブをクリックし、このアイテムにリンクされたファイルのリストを表示します。

4

リンク ペインから（複数）ファイルを選択します。

5

上部ペインで選択したアイテムまたは下部ペインの選択したファイルを右クリックします。

6

次のいずれかを行います。

7

♦ リンクされたファイル

すべてチェックイン... を選択します。

♦ リンクされたファイル

すべてチェックアウト... を選択します。

チェックイン または チェックアウト ダイアログ ボックス（標準と同じ）で、ファイルをチェックインやチェックアウトします。

関連概念
リンク： 内部および外部
チェックインおよびチェックアウトの関連操作
関連手順
内部または外部からアイテムをリンクする
特定リビジョンをリンクする
リンクされた変更要求を確認する
リンクされたファイルを選択する
リンクのプロパティをカスタマイズする
ファイルを処理アイテムにリンクする
ファイルをチェックインする
ファイルをチェックアウトする
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リンクされたファイルを選択する
上部ペインのコンポーネント タブから直接、リンクされたアイテムと関連付けされたすべてのファイルをすぐに選択できま
す。 リンクされたファイルを選択する方法は次のとおり 2 つあります。

♦ アイテムにリンクされたファイルのみ選択できます。
♦ ファイル ペインで既存のファイル選択にアイテムをリンクしたファイルを追加できます。

特定のアイテムにリンクされているすべてのファイルを選択するには：
1

上部ペインで、ファイルにリンクされたアイテムを含むコンポーネント タブをクリックして、アイテムを選択します。

2

選択アイテムを右クリックし、リンクされたファイル

選択内容に追加 を選択します。

StarTeam により、上部ペインが ファイル ペインに切り替えられ、すべての子孫ビュー が有効になり、アイテムにリンクされ
たすべてのファイルが既存のファイル選択に追加されます。
注: この操作を実行するためには、現在のビューで選択したアイテムにファイルがリンクされている必要があります。
関連概念
リンク： 内部および外部
チェックインおよびチェックアウトの関連操作
関連手順
内部または外部からアイテムをリンクする
特定リビジョンをリンクする
リンクされた変更要求を確認する
リンクされたファイルをチェックインおよびチェックアウトする
リンクのプロパティをカスタマイズする
ファイルを処理アイテムにリンクする
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リンクされた変更要求を確認する
1 つ以上の変更要求がリンクされたファイルをチェックインする場合、そのファイルと関連付けられたすべての変更要求の
確認も行うことが推奨されます。

リンクされた変更要求を確認するには：
1

上部ペインで、変更要求にリンクされたファイルを選択します。

2

ファイル

チェックイン... を選択します。

チェックイン ダイアログ ボックスが開きます。
3

詳細... をクリックし、詳細オプション ダイアログ ボックスを開きます。

4

変更要求を表示 をクリックします。
詳細オプション ダイアログ ボックスの下の部分が広がり、このビューにリンクされた変更要求 リストが表示されます。
注:

チェックインしようとしている複数のファイルに変更要求がリンクされている場合でも、変更要求はリ
スト内に 1 回しか表示されません。 変更要求が複数のファイルにリンクされているとき、リストには
それらのうち 1 つのファイルの名前だけが表示されます。

5

オプションで、変更要求をダブルクリックしてそのプロパティを確認または編集します。

6

オプションで、選択した変更要求を解決済みとしてマークする チェック ボックスをオンにします。
このチェック ボックスをオンにすると、StarTeam はチェックイン処理の一環として、選択されているが未解決の変更要
求を 解決 としてマークします。

関連概念
リンク： 内部および外部
チェックインおよびチェックアウトの関連操作
関連手順
内部または外部からアイテムをリンクする
特定リビジョンをリンクする
リンクされたファイルをチェックインおよびチェックアウトする
リンクされたファイルを選択する
リンクのプロパティをカスタマイズする
ファイルを処理アイテムにリンクする
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リンクのプロパティをカスタマイズする
リンクのプロパティを リンク ペインから表示または変更できます。

リンクのプロパティをフォルダから表示または変更するには：
1

フォルダを右クリックし、プロパティ... を選択します。

2

フォルダ<名前>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスで リンク タブをクリックします。
リンク ペインに選択したフォルダのすべてのリンクが表示されます。

3

リンクを右クリックして リンクのプロパティ... を選択します。
リンクのプロパティ ダイアログ ボックスが開き、特定のプロパティの表示や変更、コメントの追加が可能になります。

リンクのプロパティをアイテムから表示または変更するには：
1

上部ペインのコンポーネント タブの 1 つでアイテムを選択します。

2

下部ペインの リンク タブを選択します。
リンク ペインに選択したアイテムのすべてのリンクが表示されます。

3

リンク ペインのリンクを右クリックして、リンクのプロパティ... を選択します。
リンクのプロパティ ダイアログ ボックスが開き、特定のプロパティの表示や変更、コメントの追加が可能になります。

関連概念
リンク： 内部および外部
チェックインおよびチェックアウトの関連操作
関連手順
内部または外部からアイテムをリンクする
特定リビジョンをリンクする
リンクされた変更要求を確認する
リンクされたファイルをチェックインおよびチェックアウトする
リンクされたファイルを選択する
ファイルを処理アイテムにリンクする
関連参照
プロジェクト、フォルダ、アイテムのプロパティ
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リンクを表示する
StarTeam では、クライアントの上部ペインで選択されているアイテムに対するリンクが、クライアントの下部の リンク ペイン
に表示されます。

リンクを表示するには：
1

上部ペインからアイテムを 1 つ選択します

2

クライアントの下部にある、リンク タブをクリックします。

リンク ペインの上部にある適切なオプションを選択することにより、すべてのリンクを表示するのか、それとも拡張リンクの
みを表示するのかを、制御することができます。
また、リンク ペインにあるドロップダウン リスト ボックス（リンクされたアイテム）を使用して、リンクを表示させるアイテムを
指定することもできます。 最初は、上部ペインで選択されているアイテムが、ドロップダウン リスト ボックスに表示されてい
ます。 別のリンクされているアイテムを選択するには、リンクされたアイテム リスト ボックスの横の三角矢印をクリックしま
す。
注: [リンク] タブに表示されているリンクは、リンクされたアイテム リスト ボックスにドラッグすることができます。 このアクシ
ョンにより、リンクされているアイテムが、リンク ペインに表示されているリンクと共に変更されます。 この機能は、特に
処理タスクへのリンクを表示される際に便利です。 別のタブへ一旦移り、再度戻ってくると、リスト ボックスは上部ペイ
ンで選択されているアイテムのみを表示している元の状態に戻ります。
上部ペインで処理アイテムを選択する際、リンク ペインに表示されるリンクは、処理タスクへのリンク
のみかもしれません。 処理タスクにリンク付けされているアイテム（つまり、処理アイテムには間接的
にリンク付けされている）を見るには、処理タスクのリンクを、リンク ペインの一覧から リンクされたア
イテム リスト ボックスへドラッグします。 リンクされたアイテム リスト ボックスに処理タスクが表示さ
れ、リンク ペインの一覧には、その処理タスクのリンクが表示されます。 つまりたとえば、リンク ペイ
ンには、事前に選択されている処理アイテムを利用して、その処理アイテムへのリンクだけでなく、チ
ェックインされた各ファイルへのリンクまで表示させることができます。

関連概念
プロジェクトの概要
処理アイテムと処理リンク
関連手順
拡張処理リンクの使用を有効にする
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内部または外部からアイテムをリンクする
この手順では、同じサーバー構成内にある 2 つのアイテム間で内部的にリンク付けする方法、もしくは、別のサーバー構成
上に配置されている 2 つのアイテム間でリンク付けする方法（外部リンク と呼ぶ）について説明します。
StarTeam で扱うアイテムには、ファイル、変更要求、要件、タスク、そしてトピックがあります。 リンク とは、2 つのフォル
ダ、2 つのアイテム、あるいは 1 つのフォルダと 1 つのアイテムの間の関係のことです。 リンクを作成すると、非常に役に
立ちます。 たとえば、ファイルを変更要求にリンクすると、編集済みのファイルをチェックインしたときに、変更要求に修正済
みのマークを付けることができます。 また、ファイルと、それらのファイルが満たす要件について記述したドキュメントをリン
クすると、ドキュメントの参照や更新が容易になります。
ある特定のアイテムに同じタイプのいくつかのアイテムをリンクする場合は、複数のリンクを同時に作成できます。 たとえ
ば、1 つのファイルにいくつかの変更要求をリンクする場合などがあります。 この操作を行うには、フォルダ ツリー メニュ
ー、コンポーネント メニュー、コンテキスト メニュー、またはツールバーの リンクの作成/完了 ボタンを使用してリンクを作
成します。
注: 別のサーバー構成上にあるアイテム間に外部リンクを作成する場合、 双方のサーバー構成が、Cross-Platform Client
内で開かれていて、外部リンクを作成、参照できる状態である必要があります。

フォルダまたはアイテムを（複数）アイテムにリンクするには：
1

次のいずれかの方法で、リンク プロセスを開始します。

♦ リンクしたいアイテムがあるサーバー構成とビューを開きます。 別のサーバー構成上にある 2 つのアイテムをリ
ンクする場合には、Cross-Platform Client 上でその両方のサーバー構成とビューを開きます。

♦ フォルダ階層から、または上部ペインの フォルダ タブからフォルダを選択します。
♦ 上部ペインのコンポーネント タブ（ファイル、変更要求、要件、トピック、または タスク）で（複数）アイテムを選択
します。
注:
2

以下の手順では、2 つのフォルダを互いにリンクできません。

コンポーネント タブの（複数）選択アイテムを右クリックし、リンク

リンクの作成 を選択します。

リンク メニューは、選択したコンポーネント タブに対応するコンポーネント メニューでも利用できます。
マウス ポインタが、結ばれたひもに変わります。
注:
3

最初に上部ペインからアイテムを選択した場合は、ツールバーの リンクの作成/完了 ボタンも使用
できますが、フォルダを選択した場合はこのボタンは無効になっています。

リンクの終端となるフォルダまたはアイテム（複数可）を、同じ構成または外部のサーバー構成から選択します。 この
終端には、次のものを指定できます。

♦ StarTeam フォルダ（先にフォルダを選択している場合を除く）
♦ （複数の）他のファイル
♦ （複数の）変更要求
♦ （複数の）要件
♦ （複数の）トピックまたはレスポンス
♦ （複数の）タスクまたはサブタスク
すべてのアイテムを探すには、別のコンポーネントタブに切り換えるか、またはツールバーの すべての子孫 ボタンを
使用する必要があります。
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4

フォルダ メニュー、コンポーネント メニュー、またはコンテキスト メニューで リンク
ツールバーの リンクの作成/完了 ボタンを再度クリックします。

リンクの完了 を選択、あるいは

フォルダにアイテムをリンクする場合は、このボタンは無効になっています。
5

次のいずれかの方法で、リンクが存在することを確認します。

♦ リンクされたアイテムを選択し、下部ペインの リンク タブをクリックして、そのアイテムへのリンクを表示します。
♦ リンクされたフォルダを右クリックし、プロパティ... を選択し フォルダ<名前>、リビジョン<番号> ダイアログ ボック

スを表示します。 リンク タブをクリックして、リンクを表示します （リンクを表示するためのアクセス権がない場合
は、このダイアログに リンク タブが表示されません）。

リンクは、どちらの終端を選択しても表示できます。 選択したリンク対象は、フォルダの場合もアイテムの場合も、ソー
スと呼ばれます。 リンクのもう一方の終端はリンクターゲットと呼ばれ、リンク ペインの アイテムのタイプ 列に一覧表
示されます。
ヒント: リンクの作成を開始した後、完了する前にリンクの作成を中止する場合は、フォルダ ツリー メニュー、コンポーネン
ト メニュー、またはコンテキスト メニューから リンク リンクのキャンセル... を選択できます。 ツールバーの リンク
の作成/完了 ボタンを使用している場合は、ESC キーを押します。

関連概念
リンク： 内部および外部
関連手順
特定リビジョンをリンクする
リンクされたファイルをチェックインおよびチェックアウトする
リンクされたファイルを選択する
ファイルを処理アイテムにリンクする
外部リンクを作成する
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処理タスクを別のタスクから抽出する
StarTeam が処理タスクを作成するようにユーザーのプロジェクトで拡張処理リンクを有効にした場合、処理タスクを通常タ
スクから分離するためユーザーのタスクをフィルタ処理できます。 使用方法 フィールドを使って、処理タスクと標準タスクを
区別します。 使用方法 の値が その他 以外の場合は、処理タスクを表します。

処理タスクを別のタスクから抽出するには：
1

タスク

フィルタ

フィルタ... を選択します。

フィルタ ダイアログ ボックスが表示されます。
2

新規作成... をクリックして、新しいフィルタ名を入力します。
別の方法として、既存のフィルタを選択し、名前を付けて保存... をクリックし、新しい名前を付けてコピーします。 コピー
したフィルタを選択して次の手順から続行します。

3

フィルタ ダイアログ ボックスの フィールド... をクリックします。

4

使用方法 フィールドを 利用可能なフィールド リストから 以下のフィールドをこの順序で表示 リストに移動し、OK をク
リックします。

5

クエリ... をクリックして クエリ ダイアログ ボックスを開き、新規作成... をクリックします。
クエリの新規作成 ダイアログ ボックスが開きます。

6

新しいクエリ名を 名前 に入力し、条件ノード セクションで次のように選択します： フィールド = 使用方法、 演算子 =
が右の値と等しくない、 値 = その他。

7

追加 をクリックしてクエリに条件を追加してから、保存 をクリックしてクエリを保存し、クエリ ダイアログ ボックスに戻り
ます。
ユーザーの新しいクエリがクエリのリストで選択されています。

8

選択 を クエリ ダイアログ ボックスでクリックして、ユーザーの新しいフィルタでこのクエリを使用します。
フィルタ ダイアログ ボックスに戻ります。ユーザーの新しいフィルタが選択されています。

9

名前を付けて保存... をクリックしてこのフィルタを保存します。
ユーザーの新しいフィルタが、クライアントの一番上にある フィルタ ドロップダウン リストに追加されています。

このフィルタを使うには、タスク タブにある フィルタ リストから選択するだけです。
注: 標準タスクのみ表示するフィルタも作成できます。 クエリで、使用方法 が右の値と等しい その他 条件を使用します。
ヒント: 処理タスクに対してだけではなく、定期的にタスクを使用している場合は、使用方法 が右の値と等しい その他 を既
存のクエリに追加して、手動で作成されたタスクを処理するときに、または Borland の Microsoft Project インテグレ
ーションを使用して Microsoft Project からインポートする場合に処理タスクが表示されないようにします。

関連概念
処理アイテムと処理リンク
拡張処理リンクと処理タスク
関連手順
フィルタを作成する
クエリを作成する
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外部リンクを作成する
リンクとは、フォルダ同士やアイテム同士、またはフォルダとアイテムを連結したものです。 外部リンクでは、サーバー上の
アイテムと別のサーバー上のアイテムをリンクします。
リンクを作成すると、非常に役に立ちます。 たとえば、ファイルを変更要求にリンクすると、編集済みのファイルをチェックイ
ンしたときに、変更要求に修正済みのマークを付けることができます。 また、ファイルと、それらのファイルが満たす要件に
ついて記述したドキュメントをリンクすると、ドキュメントの参照や更新が容易になります。
注: 外部リンクを作成するには、汎用的な外部リンクアクセス権（作成、参照、変更、削除、など）に対する権限を持ってい
る必要があります。

外部リンクを作成するには：
1

リンクするアイテムがある両方のサーバー構成とプロジェクトを開きます。 外部リンクは、リンクを作成する前に、両方
のサーバーを StarTeam で開いていない場合は、機能しません。

2

次のいずれかの方法で、リンク プロセスを開始します。

♦ フォルダ階層から、または上部ペインの フォルダ タブからフォルダを選択します。
♦ 上部ペインのコンポーネント タブ（ファイル、変更要求、要件、トピック、または タスク）で（複数）アイテムを選択
します。

3

コンポーネント タブの（複数）選択アイテムを右クリックし、リンク

リンクの作成 を選択します。

リンク メニューは、選択したコンポーネント タブに対応するコンポーネント メニューでも利用できます。
マウス ポインタが、結ばれたひもに変わります。
注:
4

最初に上部ペインからアイテムを選択した場合は、ツールバーの リンクの作成/完了 ボタンも使用
できますが、フォルダを選択した場合はこのボタンは無効になっています。

他のサーバー上のプロジェクトで、リンクの終端のフォルダまたは（複数）アイテムを選択します。 次のアイテムを指定
できます。

♦ StarTeam フォルダ（先にフォルダを選択している場合を除く）
♦ （複数の）他のファイル
♦ （複数の）変更要求
♦ （複数の）要件
♦ （複数の）トピックまたはレスポンス
♦ （複数の）タスクまたはサブタスク
すべてのアイテムを探すには、別のコンポーネントタブに切り換えるか、またはツールバーの すべての子孫 ボタンを
使用する必要があります。
5

リンク
リンクの完了 を フォルダ メニュー、コンポーネント メニュー、またはコンテキスト メニューで選択します。また
はツールバーの リンクの作成/完了 ボタンを再びクリックします。
フォルダにアイテムをリンクする場合は、このボタンは無効になっています。

6

次のいずれかの方法で、リンクが存在することを確認します。

♦ リンクされたアイテムを選択し、下部ペインの リンク タブをクリックして、そのアイテムへのリンクを表示します。
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♦ リンクされたフォルダを右クリックし、プロパティ... を選択し フォルダ<名前>、リビジョン<番号> ダイアログ ボック
スを表示します。 リンク タブをクリックして、リンクを表示します （リンクを表示するアクセス権がない場合は、リ
ンク タブはこのダイアログ ボックスに表示されない）。

リンクは、どちらの終端を選択しても表示できます。 選択したリンク対象は、フォルダの場合もアイテムの場合も、ソー
スと呼ばれます。 リンクのもう一方の終端はリンク ターゲットと呼ばれ、リンク ペインの アイテムのタイプ 列に一覧表
示されます。
ヒント: リンクの作成を開始した後、完了する前にリンクの作成を中止する場合は、フォルダ ツリー メニュー、コンポーネン
ト メニュー、またはコンテキスト メニューから リンク リンクのキャンセル... を選択できます。 ツールバーの リンクの
作成/完了 ボタンを使用している場合は、ESC キーを押します。
注: 外部リンクは、ドラッグ＆ドロップを使用して作成することもできます。両方のビューを開き、ソース アイテムを選択し、
CTR+SHIFT を押してから、ターゲット アイテムまでドラッグ＆ドロップします。
関連参照
外部リンクのアクセス権
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拡張処理リンクのみを表示する
ユーザーのプロジェクトで拡張処理リンクが有効である場合は、リンク ペインに拡張処理リンクのみ表示することを選択で
きます。

拡張処理リンクのみを [リンク] ペインに表示するには：
1

クライアントの下部にある、リンク タブをクリックします。

2

リンク ペインの一番上にある 拡張リンクのみ表示 をクリックします。

ここでリンクのある上部ペインでアイテムを選択するとき、リンク ペインには拡張リンクのみ表示され、標準リンクは表示さ
れません。
関連概念
プロジェクトの概要
処理アイテムと処理リンク
関連手順
拡張処理リンクの使用を有効にする
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拡張処理リンクの使用を有効にする
Cross-Platform Client では、各ユーザーがプロジェクトで標準リンク モデルではなく、拡張処理リンク モデルを使うように
指定できます。 標準リンク モデルでは、対象アイテムが変更の理由として指定されている場合、該当する処理アイテムか
ら変更された各ファイルとフォルダに直接処理リンクが作成されます。
拡張リンク モデルでは、処理アイテム（対象の各種変更の理由として指定されたアイテム）は、特定ビューで関連する変更
を表すために自動的に作成された処理タスクから区別されます。 変更済みファイルとフォルダは処理リンクに間接的（処理
タスク経由で）にリンクされます。
注: サーバーの構成 ダイアログ ボックスにある 全般 タブの 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 と 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 チェック ボックスの両方をオンにす
る、または特定のサーバー構成で両方のオプションを無効にすることをお勧めします。 Cross-Platform Client の プロ
ジェクトのプロパティ ダイアログ ボックスにある 処理ルール タブでプロジェクト単位で拡張処理リンクの使用を制御で
きます。 たとえば、サーバー構成で両方のオプションを有効にした場合、Cross-Platform Client の プロジェクトのプロ
パティ ダイアログ ボックスにある 処理ルール タブで 拡張処理リンクを有効にする チェック ボックスをオフにして、無
効にできます。 プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックスでプロジェクト単位でこれらのオプションの制御を開始し
たら、サーバー構成で 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 チェック ボックスが有
効にならなくなります。

クライアントのプロジェクトで拡張処理リンクの使用を有効にするには：
1

プロジェクト

2

処理ルール タブを選択します。

3

拡張処理リンクを有効にする チェック ボックスをオンにしてから、OK をクリックします。

プロパティ... を選択して、プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックスを開きます。

関連概念
プロジェクトの概要
処理アイテムと処理リンク
関連手順
プロジェクトを作成する
拡張処理リンクを使うためにサーバー構成を設定する
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特定リビジョンをリンクする
リンクの両端には関連付けられた開始リビジョンと終了リビジョンがあり、リンクを適用するリビジョンの範囲を決定します。
開始リビジョンは常にリンク作成時点で決定され、現在の分岐の最初のリビジョンに設定されます。 終了リビジョンはユー
ザーの管理下にあり、決定（固定）もできます。つまりリンクされたリビジョンに上限を設定する、あるいは設定しないで変動
にできます。 リンク対象が固定設定の場合、常に、フォルダまたはファイルの同じバージョンにリンクされます。 リンク対象
が変動設定の場合、リンクされたフォルダまたはアイテムの新しいリビジョンが作成されるたびに、そのリンクはリビジョン間
を移動します。
デフォルトでは、リンクは、リンクされる 2 つのフォルダまたはアイテムのチップ リビジョンを結び付けます。 リンク ペインの
列には、両方のリンクで選択されたリビジョンが表示されます。
リンクが指定したアイテムで表示されるかどうかは単純です。 リンクで定義した開始リビジョンと終了リビジョン間のリビジョ
ンがどれでも選択したアイテムの履歴にある場合、リンクは表示されます。 その他の場合、表示されません。

チップ リビジョンにリンクするには：
1

リンクを作成したフォルダまたはアイテムを選択します。

2

次のいずれかを行います。

♦ 上部ペインでアイテムを選択した場合は、下部ペインの リンク タブをクリックします。
♦ フォルダ ツリー でフォルダを選択した場合は、フォルダ ツリー

プロパティ... を選択して、フォルダ<名前>、リ
ビジョン<番号> ダイアログ ボックスを表示し、リンク タブをクリックします。

3

リンク ペインから（複数）リンクを選択します。

4

選択した（複数）リンクを右クリックし、次のオプションの 1 つを選択します。

♦ 固定リンク

チップ リビジョンのソース アイテムに： このコマンドは、ソース（つまり、プロパティを確認している
フォルダ、または上部ペインから選択したアイテム）のチップ リビジョンへのリンクを固定します。

♦ 固定リンク

チップ リビジョンのターゲット アイテムに： このコマンドは、ターゲット（つまり、[リンク] ペインの
[アイテム] 列に表示されているフォルダまたはアイテム）のチップ リビジョンへのリンクを固定します。

♦ 固定リンク

チップ リビジョンのソース アイテムとターゲット アイテムに： このコマンドは、ソースとターゲットの
両方のチップ リビジョンへのリンクを固定します。

♦ 変動リンク

ソース アイテムに：このコマンドは、新しいリビジョンが作成された場合に、リンクがソースのチッ
プ リビジョン間を変動できるようにします。

♦ 変動リンク ターゲット アイテムに：このコマンドは、新しいリビジョンが作成された場合に、リンクがターゲットのチ
ップ リビジョン間を変動できるようにします。

♦ 変動リンク

ソース アイテムとターゲット アイテムに： このコマンドは、リンクのソースとターゲットの両方がチ
ップ リビジョン間を変動できるようにします。

特定のリビジョンにリンクするには：
1

リンクを作成したフォルダまたはアイテムを右クリックします。

2

次のいずれかを実行します。

♦ アイテムを選択した場合は、下部ペインの リンク タブをクリックします。
♦ フォルダ ツリー でフォルダを選択した場合は、フォルダ ツリー

プロパティ... を選択して、フォルダ<名前>、リ
ビジョン<番号> ダイアログ ボックスを表示し、リンク タブをクリックします。

3

リンクを選択します。
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4

選択したリンクを右クリックして、リンクのプロパティ... を選択します。
リンクのプロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。

5

オプションで、コメント テキスト ボックスに、そのリンクに関する説明またはコメントを入力します。
このテキストは、リンク ペインの コメント 列に表示されます。

6

ソース アイテム グループ ボックスで、次のいずれかを行います。

♦ 固定... をクリックして、バージョンの選択 ダイアログ ボックスを表示します。 一覧から、特定のフォルダまたはア
イテムのリビジョンを選択します。 このリビジョン番号は、リンク ペインの 選択バージョン 列に表示されます。

♦ 変動... をクリックして、リンクが常にこのアイテムのチップ リビジョンに結び付けられるようにします。
7

リンク先のターゲット アイテム グループ ボックスで、次のいずれかを行います。

♦ 固定... をクリックして、バージョンの選択 ダイアログ ボックスを表示します。 一覧から、特定のフォルダまたはア

イテムのリビジョンを選択します。 このリビジョン番号は、リンク ペインの アイテムのバージョン 列に表示されま
す。

♦ 変動... をクリックして、リンクが常にこのアイテムのチップ リビジョンに結び付けられるようにします。
8

OK をクリックします。

注: あるサーバー上のプロジェクト ビューにあるアイテムから、別のサーバー上の別のプロジェクトまたはビューにあるアイ
テムへ、リンクを張ることができます。 これを、外部リンクと呼びます。
関連概念
リンク： 内部および外部
チェックインおよびチェックアウトの関連操作
関連手順
内部または外部からアイテムをリンクする
リンクされた変更要求を確認する
リンクされたファイルをチェックインおよびチェックアウトする
リンクされたファイルを選択する
リンクのプロパティをカスタマイズする
ファイルを処理アイテムにリンクする
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データをクエリする
クエリを作成し実行して、上部ペインで各種 StarTeam コンポーネントで表示するデータを限定できます。 クエリはフィルタ
より複雑で、表示される情報の配置を管理します。
このセクションの内容
"Me" クエリを作成する
コンピュータにログオンしているユーザーが作成したアイテムのみを表示するクエリを作成する方法について説明
します。
クエリをコピーする
クエリをコピーする方法を説明します。
クエリを作成する
単純クエリと複合クエリを作成する方法を説明します。
クエリを使用して変更要求を選択する
クエリを使用して変更要求を選択する方法を説明します。
クエリを削除する
クエリを削除する方法を説明します。
クエリを編集する
クエリを編集する方法を説明します。
クエリを適用する
既存のクエリを適用する方法を説明します。
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"Me" クエリを作成する
StarTeam には "Me" クエリを作成する機能があり、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。

"Me" クエリを作成するには：
1

フォルダ ツリー でフォルダを選択します。

2

上部ペインで、クエリを実行するアイテム タイプに対するコンポーネント タブを選択します。

3

上部ペインで右クリックし、フィルタ

クエリ... を選択します。

クエリ ダイアログ ボックスが表示されます。
4

新規作成... をクリックして クエリの新規作成 ダイアログ ボックスを開きます。

5

クエリの名前（"Me" など）を入力します。

6

このクエリを public または private にするかどうかを決定します。

♦ パブリック チェック ボックスをオフのままにすると、このシステムにログオンしたユーザー以外のユーザーはこの
クエリを表示できません。

♦ パブリック チェック ボックスをオンにすると、このクエリがプロジェクトとサーバー構成に追加され、適切なアクセ
ス権があるユーザーがこのクエリを使えるようになります。
注:
7

パブリックのクエリでは、場合により、アクセス権を許可する必要があります。

条件ノード 領域にある フィールド で 作成者 を選択します。 右の値と等しい を 演算子 で選択し、'Me' を 値 リストか
ら選択します。 追加 をクリックして、この条件を クエリ ツリーに入れます。
クエリ ツリー ボックスにはデフォルトで AND 演算子がツリーのルートとして含まれています。これは削除できませ
ん。 条件が 1 つしかなければ、この論理演算子は無視されます。

8

保存 をクリックします。
クエリ ダイアログ ボックスには現在のユーザーの新しいクエリが表示され、データをクエリするため選択できます。

関連概念
クエリ
関連手順
データをクエリする
クエリを作成する
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クエリをコピーする
StarTeam では、既存のクエリをコピーし編集して、簡単に新しいクエリを作成できます。 この機能を使うと、クエリ条件を作
り直す必要がないので、時間が節約できます。

クエリをコピーするには：
1

フォルダの階層からフォルダを選択します。

2

コンポーネント タブをクリックします。

3

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。
♦ コンポーネント メニューから フィルタ

クエリ... を選択します。

クエリ ダイアログ ボックスが開きます。
4

編集するクエリをリストから選択し、コピー... をクリックします。 クエリのコピー ダイアログ ボックスが開きます。
ヒント:

5

パブリック クエリでは、クエリ名の左にアイコン（複数ユーザー マーク）があり、プライベート クエ
リではシングルユーザー アイコンがあります。

次を実行します。

♦ 新しいクエリの名前を 新しいクエリの名前 テキスト ボックスに入力します。
♦ パブリック チェック ボックスをオンにしてこのクエリをプロジェクト（およびサーバー構成）に追加し、適切なアクセ
ス権を持っているユーザーが使えるようにします。 パブリック チェック ボックスをオフにした場合は、クエリはプ
ライベート、つまり自分のユーザー ID でしか使えないようになります。

♦ OK をクリックします。 新しいクエリが クエリ ダイアログ ボックスに表示されます。
6

クエリに含まれる条件を変更するには、クエリ ダイアログ ボックスでクエリを選択し、編集... をクリックします。 クエリの
編集 ダイアログ ボックスが開きます。

7

ツリーの必要なノードを編集します。

8

保存 をクリックします。 クエリ ダイアログ ボックスが再表示されます。
注:

9

このプロジェクトでパブリック クエリを作成するアクセス権がない場合は、プライベート クエリを作成
できます。

閉じる をクリックします。

注: パブリックのクエリの場合には、アクセス権を設定できます。
関連概念
クエリ
関連手順
クエリを編集する
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クエリを作成する
1 つの条件だけで構成される単純なクエリ、または、複数の条件と 1 つ以上の論理演算子を使用したより複雑なクエリを記
述できます。

クエリを作成するには：
1

フォルダ ツリー でフォルダを選択します。

2

上部ペインで、クエリを実行するアイテム タイプに対するコンポーネント タブを選択します。

3

上部ペインで右クリックし、フィルタ

クエリ... を選択します。

クエリ ダイアログ ボックスが表示されます。
4

新規作成... をクリックして、クエリの新規作成 ダイアログ ボックスを開きます。

5

クエリの名前を入力します。

6

このクエリを、パブリックとプライベートのどちらにするかを指定します。

♦ パブリック チェックボックスを空のままにすると、指定したユーザー以外は、このクエリを見ることができない、と
いう意味になります。

♦ パブリック チェック ボックスにチェックを付け、このクエリをプロジェクトとサーバー構成に追加し、適切なアクセ
ス権を持っているユーザーがこのクエリを使えるようにします。

7

フィールド と 演算子 を選択し、値 を選択または入力し、追加 をクリックし、クエリ ツリーに条件を入力します。
クエリ ツリー ボックスにはデフォルトで AND 演算子がツリーのルートとして含まれています。これは削除できませ
ん。 条件が 1 つしかなければ StarTeam はこの論理演算子を無視します。
ヒント:

8

オプションで、次の 論理ノード ボタンの 1 つをクリックして新しい クエリ ツリー ノードを作成します： AND、OR、また
は NOT があります。
ヒント:

9

テキストとして表示 をクリックし、クエリをテキスト形式で表示します。 デフォルトの論理 AND 演
算子がクエリに含まれていないことに注意してください。 OK をクリックしてウィンドウを閉じま
す。

AND->OR->NOT ボタンで切り替えて条件の既存の演算子を変更できます。 使用する演算子が
表示されるまでボタンをクリックしてください。

この新しい条件のフィールドを選択して、追加 をクリックします。
注:

アイテムのみを表示するクエリを作成するための簡単な方法です

10 その他の条件を追加し、保存 をクリックします。

クエリ ダイアログ ボックスには現在ユーザーの新しいクエリが表示され、データをクエリするため選択できます。
注:

パブリックのクエリでは、場合により、アクセス権を許可する必要があります。

ヒント: クエリ条件を作成するとき、最初の条件または論理演算子には、一致する結果が最も少ないものを指定するのが一
番よい方法です。
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関連概念
クエリ
関連手順
データをクエリする
"Me" クエリを作成する
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クエリを使用して変更要求を選択する
単純または複合クエリを使用して、特定の基準を満たす変更要求を表示するように制限できます。

クエリを使用して変更要求を選択するには：
1

上部ペインで 変更要求 タブを選択します。

2

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。

3

クエリ ダイアログ ボックスで既存のクエリを選択します。

4

選択 をクリックしてクエリを変更要求リストに適用します。

5

「クエリを作成する」の手順に従い、新しいクエリを定義します。

関連概念
変更要求
クエリ
関連手順
変更要求レポートをカスタマイズする
クエリを作成する
変更要求で作業する
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クエリを削除する
確実に使用しなくなったクエリを削除できます。 次の事項に注意してください。

♦ パブリック クエリを削除するには、適切なアクセス権が必要です。
♦ フィルタで参照しているクエリは削除できません。

既存クエリを削除するには：
1

フォルダ階層からフォルダを選択し、削除するクエリを含むコンポーネント タブを選択します。

2

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。
♦ コンポーネント メニューから フィルタ

クエリ... を選択します。

クエリ ダイアログ ボックスが開きます。
3

削除するクエリを選択します。

4

削除 をクリックします。

5

選択したクエリを削除することが確実な場合は、了解 をクリックします。 クエリが クエリ ダイアログ ボックスから削除
されます。

6

閉じる をクリックします。

関連概念
クエリ
関連手順
クエリを編集する
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クエリを編集する
役に立つデータを表示するには、場合によりクエリを編集、またはクエリに追加する必要があります。

クエリを編集するには：
1

フォルダの階層からフォルダを選択します。

2

コンポーネント タブをクリックします。

3

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。
♦ コンポーネント メニューから フィルタ

クエリ... を選択します。

クエリ ダイアログ ボックスが開きます。
4

編集するクエリをリストから選択し、編集... をクリックします。 クエリの編集 ダイアログ ボックスが表示されます。

5

ツリーの対象となるノードを編集します。

6

保存 をクリックします。 そうすると クエリ ダイアログ ボックスが再び表示され、そこに編集済みのクエリが表示されま
す。

7

閉じる をクリックします。

関連概念
クエリ
関連手順
データをクエリする
関連参照
クエリ
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クエリを適用する
クエリを作成した後、そのクエリを使って次を実行できます。

♦ クエリに一致するアイテムだけを上部ペインに表示します。
♦ クエリに一致するアイテムを上部ペインで選択します（他のアイテムも表示されたままです）。
注: クエリを使うことでアイテムをグループとして扱うことができます。 たとえば、それらのアイテムに関するレポートを印
刷、アイテムにラベルを添付、アイテムをチェックアウトできます。

既存クエリを上部ペインのアイテムに適用するには：
1

フォルダの階層からフォルダを選択します。

2

クエリを実行する対象のコンポーネント タブをクリックします。

3

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。
♦ コンポーネント メニューから フィルタ

クエリ... を選択します。

クエリ ダイアログ ボックスが開きます。
4

リスト ボックスからクエリを選択します。

5

選択 をクリックして上部ペインに表示されているアイテムにクエリを適用します。 これによって上部ペインの内容が変
わり、クエリの仕様に一致するアイテムだけが表示されるようになります。

6

クエリの結果に満足できない場合は、もう一度 クエリ ダイアログ ボックスを開いて クエリのクリア をクリックすると、そ
の前に表示されていたアイテムのリストに戻すことができます。

ヒント: 必要な結果を取得するためクエリを編集または新しいクエリを作成することもできます。

既存クエリに一致するアイテムを上部ペインで選択するには：
1

フォルダの階層からフォルダを選択します。

2

コンポーネント タブをクリックします。

3

コンポーネント メニューまたはコンテキスト メニューから 選択
ボックスにすべての既存クエリが表示されます。

4

興味のあるクエリを選択します。

5

OK をクリックします。 クエリに一致したアイテムが上部ペインでハイライトされます。

6

クエリの対象アイテムが選択されたリストをもとに戻すには、単に上部ペインでクリックします。

関連概念
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データをクエリする
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クエリで... を選択します。 クエリの選択 ダイアログ

データをフィルタリングする
フィルタによりユーザーは一連のフィールド（列見出しとして使われるもの）、ソートや分類の情報、および（通常は）クエリか
らなるデータを特定の配置で表示できます。 一度フィルタを作成すれば、同じサーバー構成に含まれるどのプロジェクトに
対しても適用できます。
このセクションの内容
データをソートおよび分類する
データをソートおよび分類する方法を説明します。
フィルタをコピーする
新しいフィルタのベースとして使用するため既存のフィルタをコピーする方法を説明します。
フィルタをリセットする
サーバーにもともと定義されていたフィルタにリセットする方法を説明します。
フィルタを作成する
はじめから、または現在のデータ配置に基づいてフィルタを作成する方法を説明します。
フィルタを削除する
フィルタを削除する方法を説明します。
フィルタを編集する
既存のフィルタを編集する方法を説明します。
事前定義フィルタを適用する
データを分類するための StarTeam 事前定義フィルタを使用する方法を説明します。
処理タスクを別のタスクから抽出する
処理タスクを別のタスクから抽出する方法について説明します。
変更要求のフィールドを表示する
変更要求の特定フィールドを表示する方法を説明します。
変更要求をソートおよび分類する
変更要求をソートおよび分類する方法を説明します。
変更要求フィルタをカスタマイズする
データの現在の配置を基に変更要求フィルタを作成する方法を説明します。
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データをソートおよび分類する
上部ペインで一次ソート（1 列に基づいて）を実行する、または 4 次までの複雑なソートを実行するか選択できます。

1 列で一次ソートを実行するには：
1

ソートまたは分類するデータがあるビューを開きます。

2

列見出しをクリックすると、上部ペインに表示されているデータがその列の値に基づいてソートされます。
ソートはデータの種類に応じて、数値、文字、内部的な順序、または内部キーの昇順で行われます。

3

列見出しを再びクリックすると、ソート順が反転します。

ソートされた列の見出しには三角形のマークが表示されます。 上向きの三角形は昇順のソートを示し、下向きは降順のソ
ートを示します。
注: リンク タブが選択されているときは、下部ペインでデータをソートすることもできます。

最大 4 個までの基準を指定してソートを実行するには：
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 ソートと分類... を選択します。
♦ 上部ペインで右クリックし、コンテキスト メニューから フィルタ

ソートと分類... を選択します。

ソートと分類 ダイアログ ボックスに 4 つのグループ ボックスが表示されます。各グループの位置は、その上のグルー
プよりも少しずつ右にずれています。 最初のグループでは、最優先のソート基準を指定します。以下の各グループで
は 2 番目以降のソート基準を順次指定します。
2

オプションで、最初の基準 および 次の基準 の各グループのドロップダウン リストにすべてのフィールドを表示するに
は、ダイアログ最下部の 詳細フィールドを表示する チェック ボックスをオンにします。 あまり使用されない一部のフィ
ールドは詳細フィールド扱いになっています。

3

最初の基準 ドロップダウン リストからフィールドを選択します。
アイテムの分類を行っている場合、フィールドを上部ペインに表示する必要はありません。 アイテムの分類を行ってい
ない場合、表示されないフィールドを基準にアイテムをソートできますが、あるグループがどこで終了して次のグループ
が始まるかを見分けることはできません。

4

昇順 または 降順 オプションを選択します。 デフォルト設定は昇順です。

5

このフィールド内で同じ値を持つ複数のアイテムを分類するには、これを基準に分類する チェック ボックスをオンにし
ます。
追加のソートオプションを選択しない場合、テキスト フィールドは ASCII 順でソートされます。 列挙型フィールドおよび
ユーザー ID フィールドは、内部的な順序または内部キーによってソートされます。 つまり、列挙型フィールドはそのフ
ィールドの作成者がフィールドに付与した順序に従ってソートされます。ユーザー ID フィールドはフィールドが作成され
た順にソートされます。 数値型および日付/時間型のフィールドについては、[ソートのオプション...] ボタンは無効にな
っています。

6

オプションで、より詳細なソート基準を設定するには、ソートのオプション... をクリックします。 ソートのオプション ダイア
ログ ボックスが表示されます。

♦ 列挙型フィールドおよびユーザー ID フィールドを、フィールドがとりうる値の名前によってソートするには、テキス
トとして を選択します。 テキスト フィールドの場合、テキストとして 以外は選択できません。

♦ アルファベット順にソートするには、大文字と小文字を区別する チェック ボックスをオフにします。ASCII 順でソ
ートする（大文字が小文字に優先する）には、このチェック ボックスをオンにします。
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7

必要に応じて 次の基準 ボックスで二次や以降のソートを追加します。

関連概念
Cross-Platform Client の概要
追加フィールドを表示する
関連手順
データをフィルタリングする
フィルタを作成する
クエリを作成する
レポートを作成する
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フィルタをコピーする
時間を節約するために、既存のフィルタをもとに新しいフィルタを作成できます。 ただし、もとのフィルタにクエリが含まれて
いる場合、新しいフィルタはもとのフィルタと同じステータス（パブリックまたはプライベート）でなければなりません。 これ
は、パブリックのフィルタで使えるのはパブリックのクエリだけであり、プライベートのフィルタで使えるのはプライベートのク
エリだけだからです。

フィルタをコピーするには：
1

フォルダの階層からフォルダを選択します。

2

コンポーネント タブをクリックします。

3

次のいずれかを実行します：

♦ 上部ペインで列見出しを右クリックします。 そして、コンテキスト メニューから フィルタ... を選択します。
♦ コンポーネント メニューまたはコンテキスト メニューから フィルタ

フィルタ... を選択します。

フィルタ ダイアログが表示されます。
4

フィルタ リスト ボックスからフィルタを選択します。

5

名前を付けて保存... をクリックします。 名前を付けてフィルタを保存 ダイアログが表示されます。

6

新しいフィルタ名を入力します。

7

パブリック チェック ボックスをオンまたはオフにします。 フィルタにクエリが含まれている場合、新しいフィルタのステー
タスはもとのフィルタのステータスと同じでなければなりません。

8

OK をクリックして フィルタ ダイアログに戻ります。

9

次のいずれかを実行します：

♦ OK をクリックして、新しいフィルタを上部ペインに適用します。
♦ キャンセル をクリックして、新しいフィルタを適用せずに終了します。
プライベート クエリを含むプライベート フィルタをもとにパブリックのフィルタを作成する場合には、次のような回避策があり
ます。

プライベート フィルタをコピーしてステータスを変更するには：
1

フォルダの階層からフォルダを選択します。

2

コンポーネント タブをクリックします。

3

次のいずれかを実行します：

♦ 上部ペインで列見出しを右クリックします。 そして、コンテキスト メニューから フィルタ... を選択します。
♦ コンポーネント メニューまたはコンテキスト メニューから フィルタ

フィルタ... を選択します。

フィルタ ダイアログが表示されます。
4

リスト ボックスからクエリを含むプライベート フィルタを選択します。 プライベート フィルタの場合、パブリック チェック
ボックスはオフになっています。 クエリ リスト ボックスにはそのフィルタに関連付けられたクエリが表示されています。

5

クエリ... ボタンをクリックします。 クエリ ダイアログが表示され、選択したクエリがハイライトされます。

6

コピー... ボタンを選択します。 クエリのコピー ダイアログが表示されます。

7

新しいクエリの名前を入力し、パブリック チェック ボックスをオンにしてクエリのステータスを変更します。 OK をクリッ
クします。 クエリ ダイアログが再表示されます。
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8

新しいクエリをハイライトし、選択 をクリックします。 フィルタ ダイアログが表示されます。

9

新しいパブリックのクエリを持つフィルタを選択し、名前を付けて保存... をクリックします。 新しいフィルタの名前を入力
し、パブリック チェック ボックスをオンにします。 OK をクリックします。

そうするとパブリックのクエリを含んだ新しいパブリックのフィルタが作成されます。プライベートのクエリを含んだもとのプラ
イベートのフィルタは何も変わりません。
関連概念
フィルタ
関連手順
フィルタを作成する
関連参照
フィルタの参照トピック
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フィルタをリセットする
StarTeam では、フィルタを適用した後で、上部ペインのデータを並べ直す、または新しいクエリを適用できます。 フィルタ名
の前に、変更されたことを示すアスタリスクが付けられます。 新しいデータを表示したあと、フィルタをもともとサーバー上で
定義されていた内容にリセットできます。リセットするとアスタリスクが消えます。

フィルタをもともと定義されていた内容に戻す（リセットする）には：
1

リスト ボックスのフィルタが変更されている場合には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 現在の設定をリセット を選択します。
♦ コンポーネント メニューまたはコンテキスト メニューから フィルタ

現在の設定をリセット を選択します。

システムにより 次のフィルタをリセットしてよろしいですか: <フィルタ名>？ という確認メッセージが表示され
ます。
2

OK をクリックします。 フィルタがリセットされ、アスタリスクが消えます。

関連概念
フィルタ
関連手順
フィルタを作成する
関連参照
フィルタの参照トピック
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フィルタを作成する
フィルタを作成して、上部ペインに表示されるデータを制限することができます。 フィルタは、現在上部ペインに配置されて
いるデータをもとに作ることもできますし、一から作り上げることもできます。 フィルタを作成した後、適切なアクセス権を持
っているユーザーは、同じサーバー構成に含まれる任意のプロジェクトに対してそのフィルタを適用できます。
既存のフィルタをコピーして既存のフィルタを基に新しいフィルタを作成することもできます。
注: フィルタを設定し、クライアントで メールで送信... を実行する場合、フィルタで表示されているフィールドのみが受信者
に送信されます。

現在の配置をフィルタとして保存するには：
1

フォルダ ツリー からフォルダを選択します。

2

上部ペインでコンポーネント タブをクリックします。

3

上部ペインに表示されているデータを必要に応じてソートおよび分類します。

4

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 現在の設定を保存... を選択します。
現在の設定を保存 ダイアログ ボックスが開きます。

5

このフィルタの名前を フィルタ名 テキスト ボックスに入力します。

6

次のいずれかを行います。

♦ パブリック チェック ボックスをオンにしてこのフィルタをプロジェクトに追加し、適切なアクセス権を持っているユ
ーザーが使えるようにします。

♦ パブリック チェック ボックスをオフにし、フィルタをプライベート、つまり自分のユーザー ID でしか使えないように
します。

7

OK をクリックします。

一から新しいフィルタを作成するには：
1

上部ペインの列見出しを右クリックし、フィルタ... を選択し フィルタ ダイアログ ボックスを開きます。

2

新規作成... をクリックして、フィルタの新規作成 ダイアログ ボックスを開きます。

3

フィルタの名前を フィルタ名 テキスト ボックスに入力します。

4

パブリック チェック ボックスをオンにしてこのフィルタをプロジェクトに追加し、ユーザー ID で利用できるようにするので
はなく、適切なアクセス権を持っているユーザーが使えるようにします。

5

OK をクリックします。

6

フィルタ ダイアログ ボックスの次のボタンをクリックして、次のオプションを指定します。

♦ フィールド...： 列見出しフィールドを選択します。
♦ ソート&分類...： 最大 4 つまでのフィールドについて、アイテムを昇順または降順にソートし分類します。
♦ クエリ...： クエリに一致したアイテムだけが上部ペインに表示されるように絞り込みを行います。
7

コンテキスト... をクリックし（ファイルの場合のみ）、フィルタを適用する対象のファイルを指定します。
このボタンをクリックすると、フィルタ コンテキストの設定 ダイアログ ボックスが開き、次のいずれかにフィルタを適用
するよう、オプション ボタンを選択します。

♦ ビュー内のアイテム は、作成したフィルタと Files In View フィルタの両方を適用するのと同じ意味です。
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♦ ビュー外のアイテム は、作成したフィルタと Files Not In View フィルタの両方を適用するのと同じ意味です。
♦ ビューから除外されていないすべてのアイテム は、作成したフィルタと <All Non-Excluded Files> フィルタの両方
を適用するのと同じ意味です。

8

OK をクリックして フィルタ ダイアログ ボックスに戻ります。

9

OK をクリックしてフィルタを適用します。

注: パブリック フィルタの場合は、フィルタに個別またはコンポーネント レベルのアクセス権を設定できます。
関連概念
フィルタ
関連手順
事前定義フィルタを適用する
フィルタをコピーする
コンポーネント レベルのフィルタのアクセス権
個々のフィルタのアクセス権
ビュー比較/マージ セッションでアイテムをフィルタリングする
関連参照
フィルタの参照トピック
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フィルタを削除する
使わない場合は、フィルタを削除できます。

フィルタを削除するには：
1

フォルダの階層からフォルダを選択します。

2

コンポーネント タブをクリックします。

3

次のいずれかを行います。

♦ 上部ペインで列見出しを右クリックします。 そして、コンテキスト メニューから フィルタ... を選択します。
♦ コンポーネント メニューまたはコンテキスト メニューから フィルタ

フィルタ... を選択します。

フィルタ ダイアログが表示されます。
4

削除するフィルタを フィルタ リスト ボックスから選択します。

5

削除 をクリックします。

6

削除するかどうかを確認するメッセージ ボックスが現れたら、了解 をクリックします。 フィルタ ダイアログに戻ります。

7

OK をクリックします。

関連概念
フィルタ
関連手順
フィルタを作成する
関連参照
フィルタの参照トピック
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フィルタを編集する
フィルタを編集して、フィールドやソート順やクエリを変更できます。

フィルタを編集するには：
1

フォルダの階層からフォルダを選択します。

2

コンポーネント タブをクリックします。

3

次のいずれかを行います。

♦ 上部ペインで列見出しを右クリックします。 そして、コンテキスト メニューから フィルタ... を選択します。
♦ コンポーネント メニューまたはコンテキスト メニューから フィルタ

フィルタ... を選択します。

フィルタ ダイアログが表示されます。
4

フィルタ リスト ボックスからフィルタを選択します。

5

必要に応じて次のものを編集します。

♦ フィールド... ボタン： 列見出しのフィールドを選択します。
♦ ソート＆分類... ボタン： 最大 4 つまでのフィールドについて、アイテムを昇順または降順にソートし分類します。
♦ クエリ... ボタン： クエリに一致したアイテムだけを上部ペインに表示するよう制限します。
♦ コンテキスト... ボタン（ファイルの場合のみ）： フィルタを適用する対象のファイルを指定します。 このボタンをクリ

ックすると [フィルタコンテキストの設定] ダイアログが開きます。 このダイアログで、次のいずれかにフィルタを
適用するよう、オプション ボタンを選択します： ビュー内のアイテム は、作成したフィルタと Files In View フィル
タの両方を適用するのと同じ意味です。 ビュー外のアイテム は、作成したフィルタおよび Files Not In View フィ
ルタの両方を適用するのと同じ意味です。 ビューから除外されていないすべてのアイテム は、作成したフィルタ
と [All Non-Excluded Files] フィルタの両方を適用するのと同じ意味です。

6

名前を付けて保存... をクリックします。 名前を付けてフィルタを保存 ダイアログ ボックスが表示されます。 フィルタの
名前は変更しないでください。

7

OK をクリックして フィルタ ダイアログ ボックスに戻ります。

8

次のいずれかを行います。

♦ OK をクリックして、編集したフィルタを上部ペインに適用します。
♦ キャンセル をクリックして、編集したフィルタを適用せずに終了します。

関連概念
フィルタ
関連手順
フィルタを作成する
関連参照
フィルタの参照トピック
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事前定義フィルタを適用する
既存のパブリックのフィルタは、適切なアクセス権を持っているチーム メンバが同じサーバー構成のあらゆるプロジェクトに
適用できます。 プライベートのフィルタは自分しか使うことができません。

既存のフィルタを適用するには：
1

左側のフォルダ階層からフォルダを選択します。

2

上部ペインでコンポーネント タブをクリックします。

3

次のいずれかを行います。

♦ ツールバーの フィルタ ドロップダウン リスト ボックスからフィルタを選択します。 これにより、上部ペインにはフ
ィルタ条件に一致するデータのみ表示されます。

♦ 上部ペインの列見出しを右クリックし、フィルタ... を選択します。 フィルタ ダイアログ ボックスで、事前定義フィル
タのリストからフィルタを選択し、OK をクリックします。

関連概念
フィルタ
関連手順
フィルタを作成する
関連参照
フィルタの参照トピック
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処理タスクを別のタスクから抽出する
StarTeam が処理タスクを作成するようにユーザーのプロジェクトで拡張処理リンクを有効にした場合、処理タスクを通常タ
スクから分離するためユーザーのタスクをフィルタ処理できます。 使用方法 フィールドを使って、処理タスクと標準タスクを
区別します。 使用方法 の値が その他 以外の場合は、処理タスクを表します。

処理タスクを別のタスクから抽出するには：
1

タスク

フィルタ

フィルタ... を選択します。

フィルタ ダイアログ ボックスが表示されます。
2

新規作成... をクリックして、新しいフィルタ名を入力します。
別の方法として、既存のフィルタを選択し、名前を付けて保存... をクリックし、新しい名前を付けてコピーします。 コピー
したフィルタを選択して次の手順から続行します。

3

フィルタ ダイアログ ボックスの フィールド... をクリックします。

4

使用方法 フィールドを 利用可能なフィールド リストから 以下のフィールドをこの順序で表示 リストに移動し、OK をク
リックします。

5

クエリ... をクリックして クエリ ダイアログ ボックスを開き、新規作成... をクリックします。
クエリの新規作成 ダイアログ ボックスが開きます。

6

新しいクエリ名を 名前 に入力し、条件ノード セクションで次のように選択します： フィールド = 使用方法、 演算子 =
が右の値と等しくない、 値 = その他。

7

追加 をクリックしてクエリに条件を追加してから、保存 をクリックしてクエリを保存し、クエリ ダイアログ ボックスに戻り
ます。
ユーザーの新しいクエリがクエリのリストで選択されています。

8

選択 を クエリ ダイアログ ボックスでクリックして、ユーザーの新しいフィルタでこのクエリを使用します。
フィルタ ダイアログ ボックスに戻ります。ユーザーの新しいフィルタが選択されています。

9

名前を付けて保存... をクリックしてこのフィルタを保存します。
ユーザーの新しいフィルタが、クライアントの一番上にある フィルタ ドロップダウン リストに追加されています。

このフィルタを使うには、タスク タブにある フィルタ リストから選択するだけです。
注: 標準タスクのみ表示するフィルタも作成できます。 クエリで、使用方法 が右の値と等しい その他 条件を使用します。
ヒント: 処理タスクに対してだけではなく、定期的にタスクを使用している場合は、使用方法 が右の値と等しい その他 を既
存のクエリに追加して、手動で作成されたタスクを処理するときに、または Borland の Microsoft Project インテグレ
ーションを使用して Microsoft Project からインポートする場合に処理タスクが表示されないようにします。

関連概念
処理アイテムと処理リンク
拡張処理リンクと処理タスク
関連手順
フィルタを作成する
クエリを作成する
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変更要求のフィールドを表示する
変更要求に対して表示するフィールドの種類を選択できます。

変更要求の特定フィールドを表示するには：
1

列見出しを右クリックし、コンテキスト メニューから フィールドの表示... を選択します。
フィールドの表示 ダイアログ ボックスが表示されます。

2

CR 番号、提出者、および他の適切なフィールドが 以下のフィールドをこの順序で表示 リストに表示されていることを
確認します。

3

OK をクリックします。

関連概念
変更要求
関連手順
変更要求レポートをカスタマイズする
クエリを作成する
変更要求で作業する
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変更要求をソートおよび分類する
特定の列のデータによって変更要求をソートする、または分類できます。

変更要求をソートまたは分類するには：
1

[変更要求] タブの列見出しをクリックすると、その列のデータに基づいて変更要求がソートされます。
注:

1 つの列のデータによってまず変更要求をソートまたは分類してから、別の列のデータを使う場合
は、次の手順を参照してください。 最大 4 レベルの基準で変更要求をソートまたは分類できます。

2

複数レベルで変更要求をソートまたは分類するには、列見出しを右クリックし、コンテキスト メニューから ソートと分
類... を選択します。 ソートと分類 ダイアログ ボックスが表示されます。

3

最初の基準 ドロップダウン リストから列のタイトルを選択します。

4

オプションで、この列のデータにより変更要求を分類するには、これを基準に分類する チェック ボックスをオンにしま
す。
これを基準に分類する チェック ボックスをオンにすると、変更要求は入れ子のリストで分類されるので、各グループで
変更要求を表示するために掘り下げる必要があります。 これを基準に分類する チェック ボックスをオフにすると、変
更要求は 変更要求 タブにすべて表示され、ソートと分類 ダイアログ ボックスでの選択オプションによりソートされてい
ます。
注:

デフォルトで、列データは内部キーまたは順序に基づいてソートまたは分類されます。 ソートのオプ
ション... ボタンを使用して、テキストとして（オプションで大文字と小文字を区別）データをソートまた
は分類するように選択できます。

5

手順 3 と 4 を繰り返し、最大 4 レベルでソート順、または分類を定義します。

6

OK をクリックします。

関連概念
変更要求
関連手順
変更要求レポートをカスタマイズする
クエリを作成する
変更要求で作業する
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変更要求フィルタをカスタマイズする
上部ペインの変更要求コンポーネントにクエリの適用、ソート、分類、列の選択の操作を終えたら、上部ペインに表示されて
いる変更要求の配置をフィルタとして保存できます。 後からこのフィルタを任意の変更要求データに適用して、同じ配置で
データを表示できます。

現在の変更要求リストの表示状態用のフィルタを作成するには：
1

列見出しを右クリックし、コンテキスト メニューから 現在の設定を保存... を選択します。 現在の設定を保存 ダイアログ
が表示されます。

2

フィルタ名 テキスト ボックスにフィルタ名を入力します。

3

このフィルタをすべてのユーザーで使用する場合、パブリック チェック ボックスをオンに、このワークステーション上で
のみ使用する場合、チェック ボックスをオフにします。

4

OK をクリックします。 これで、フィルタ名が フィルタ ドロップダウン リスト ボックスに表示されるようになります。

関連概念
フィルタ
変更要求
関連手順
フィルタを作成する
事前定義フィルタを適用する
変更要求で作業する
変更要求レポートをカスタマイズする
関連参照
変更要求フィルタ
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処理ルールと処理アイテムを指定する
処理ルールと処理アイテムに関連するタスクについて説明します。
このセクションの内容
アクティブ処理アイテムにリンクされたファイルを検索する
アクティブ処理アイテムにリンクされたすべてのファイルを検索する方法を説明します。
ファイルの変更をベースラインにプロモートする
ファイルの変更をベースラインにプロモートする方法を説明します。
ファイルを処理アイテムにリンクする
処理アイテムとアクティブ処理アイテムにファイルをリンクして固定するプロセスを説明します。
プロジェクトの処理ルールを確立する
プロジェクトにチェックインまたは追加されたファイルに対して、処理アイテムへのリンクを要求する方法について説
明します。
リンクを表示する
[リンク] ペインにリンクを表示させる方法について説明します。
処理タスクを別のタスクから抽出する
処理タスクを別のタスクから抽出する方法について説明します。
処理ルールを表示する
処理ルールに対して現在のプロジェクト設定を確認する方法を説明します。
拡張処理リンクのみを表示する
[リンク] ペインに拡張処理リンクを表示する方法を説明します。
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アクティブ処理アイテムにリンクされたファイルを検索する
アクティブ処理アイテムにリンクされたファイルがあるときは、リンクされたすべてのファイルを直ちに検索できます。

アクティブ処理アイテムにリンクされたファイルを検索するには：
1

上部ペインでアクティブ処理アイテムを含む、変更要求、要件、または タスク タブをクリックします。
ステータス バー の左側を見るとどのアイテムがアクティブ処理アイテムはわかります。 ステータス バー の 2 番目の
ボックスに アクティブ処理アイテム アイコンと、アイテムの名前が表示されます。

2

アクティブ処理アイテムを選択してから、下部ペインの リンク タブをクリックします。

リンク ペインには、このアイテムにリンクされているすべてのファイルが表示されます。
関連概念
リンク： 内部および外部
チェックインおよびチェックアウトの関連操作
関連手順
内部または外部からアイテムをリンクする
特定リビジョンをリンクする
リンクされた変更要求を確認する
リンクされたファイルをチェックインおよびチェックアウトする
リンクされたファイルを選択する
リンクのプロパティをカスタマイズする
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ファイルの変更をベースラインにプロモートする
処理ルールは、ベースラインとなるビルドまたは構成を作成する際に便利です。 ビルドとは、構成にラベルを付けたもの
で、コードとコンテンツのベースラインを定義するファイル リビジョンおよび処理アイテムを識別します。
処理ルールでは、新しいファイル リビジョンがそれぞれ 1 つの処理アイテムにリンクされていることが必要で、リンクするこ
とにより、開発チームはこれらの変更をベースラインにプロモートできます。
処理ルールが強制されていない場合、アプリケーションを使用する開発者は 2 つの方法でベースラインを作成できます。

♦ 特定の時点で、プロジェクト ビュー全体にラベルを付ける
♦ チェックインの際にファイル リビジョンをリビジョン ラベルに関連付ける

ファイルの変更をベースラインにプロモートするには：
1

1 つ前のベースラインからスタートします（たとえば、そのラベルに基づいてチェックアウトします）。

2

新しいベースラインに含めるための処理アイテムを選択します。

3

新しいベースラインにラベルを付けます。

処理ルールが強制されていない場合であっても、ファイルの追加またはチェックインの際には、個々のユーザーは追跡目
的で処理アイテムを使用できます。
関連概念
処理アイテムの概要
変更要求
要件
タスク
関連手順
変更要求で作業する
内部または外部からアイテムをリンクする
リンクされた変更要求を確認する
アクティブ処理アイテムを設定する
アクティブ処理アイテムにリンクされたファイルを検索する
プロジェクトの処理ルールを確立する
処理ルールを表示する
アクセス権をプロジェクトに割り当てる
関連参照
アクセス権と特権
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ファイルを処理アイテムにリンクする
プロジェクトに対して処理ルールが強制されている場合、新しいファイル リビジョンを処理アイテムにリンクおよび固定する
ことが必要です。 処理ルールが強制されていない場合は、この手順は任意となり、変更要求、要件、またはタスクのどれを
処理アイテムとして選択してもかまいません。

処理アイテムにファイル リビジョンをリンクおよび固定するには：
1

上部ペインの ファイル タブをクリックし、チェックインする（複数）ファイルを選択します。

2

ファイル

3

処理アイテムをリンクおよび固定する チェックボックスをオンにする。

4

選択... をクリックして、処理アイテムの選択 ダイアログ ボックスを開きます。

5

使用可能な処理アイテム一覧を制限するため、次のうちの 1 つを選択します。

チェックイン... を選択して、チェックイン ダイアログ ボックスを開きます。

♦ すべての許可アイテムを一覧表示する： 処理アイテムとして使用可能なすべてのアイテムを表示します。 処理
ルールが強制されていない場合、一覧には、すべての変更要求、要件、およびタスクが含まれます。

♦ 自分に割り当てられたすべての許可アイテムを一覧表示する： 処理アイテムとして使用可能なアイテムで自分
が担当しているすべてのアイテムを表示します。

♦ リンクされたアイテムを一覧表示する： チェックインしているファイルの少なくとも 1 つにすでにリンクされている

処理アイテムを一覧表示します。 複数ファイルにリンクされている場合でも、処理アイテムはリストに 1 度だけ
表示されます。 また、1 つの処理アイテムが複数のファイルに対してリンクされている場合、ダイアログ ボックス
に表示されるファイル名は 1 つだけです。 このようになってはいますが、アプリケーションでは追加されるすべて
のファイルに対してリンクの更新または作成を行います。

6

変更要求、要件、または タスク タブを選択し、一覧するアイテムを特定のタイプのものに限定します。

7

処理アイテムの一覧から、アイテムをアクティブ処理アイテムとして選択し、OK をクリックします。

8

オプションで、処理アイテムの作業が完了した場合は、チェックイン ダイアログ ボックスで、選択した処理アイテムを解
決/終了/完了としてマークする チェックボックスをオンにします。

9

チェックイン ダイアログ ボックスのフィールドにすべて入力し、OK を押します。

ヒント: 処理ルールが強制されている場合、変更要求、要件、またはタスクによっては、そのステータスが原因で、処理アイ
テムとして使用することが許されない場合があります。 そのようなアイテムを選択して、OK をクリックすると、アプリ
ケーションからその旨通知されます。 リスト ボックス内のアイテムをダブルクリックすると、そのプロパティを表示し
て、リンクされた処理アイテムに対して許可されるステータスに変更できます。

アクティブ処理アイテムにファイル リビジョンをリンクおよび固定するには：
1

上部ペインの ファイル タブをクリックし、チェックインする（複数）ファイルを選択します。

2

ファイル

チェックイン... を選択して、チェックイン ダイアログ ボックスを開きます。

処理アイテムをすでに指定している場合は、デフォルトで 処理アイテムをリンクおよび固定する フィールドに表示され
ます。
3

このアクティブ処理アイテムを受け入れるには、処理アイテムをリンクおよび固定する チェックボックスをオンにしま
す。

4

オプションで、アクティブ処理アイテムの作業が完了した場合は、チェックイン ダイアログ ボックスで、選択した処理ア
イテムを解決/終了/完了としてマークする チェックボックスをオンにします。

5

チェックイン ダイアログ ボックスのフィールドにすべて入力し、OK を押します。
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関連概念
リンク： 内部および外部
チェックインおよびチェックアウトの関連操作
関連手順
内部または外部からアイテムをリンクする
特定リビジョンをリンクする
リンクされた変更要求を確認する
リンクされたファイルをチェックインおよびチェックアウトする
リンクされたファイルを選択する
リンクのプロパティをカスタマイズする
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プロジェクトの処理ルールを確立する
処理ルールの体系を確立することにより、次のことが可能になります。

♦ プロジェクトにファイルを追加またはチェックインするたびに、その処理アイテムの使用を要求する
♦ プロジェクトでは、特定のステータスを持った一定のタイプのアイテムだけを処理アイテムとして使用できることを明文
化する

♦ プロジェクトに対する拡張処理リンクの利用を有効化する
注: 処理ルールを設定するには、プロジェクト プロパティを変更するために必要なアクセス権を持っていなければなりませ
ん。 一般に、この権限があるのはチーム リーダーと管理者に限られます。 また、プロジェクト ユーザーに、プロジェク
ト ビュー内のアイテムを参照し、修正する権利があること、ファイルや処理アイテムに対するリンクを作成し、修正す
る、拡張モデルを使用している場合はタスクとタスクへのリンクを作成する権利があることを確認する必要があります。

チェックイン時に処理アイテムの使用を要求し、使用する種類を指定するには：
1

プロジェクト
す。

2

ファイルの追加またはチェックイン時に処理アイテムの選択が必要 チェック ボックスをオンにします。

3

処理アイテムとして使用を許可するアイテムのタイプのチェックボックスをオンにします。 （以下参照）

プロパティ... を選択して、プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックスの 処理ルール タブを選択しま

変更要求を処理アイテムとして使用することを許可するには：
1

処理アイテムとして変更要求を選択できる チェック ボックスをオンにします。

2

次のいずれかを行います。

♦ 対応開始 ステータスを持つ変更要求のみを使用するには、対応開始 チェック ボックスをオンにします。
♦ ステータスが 処理中 の変更要求のみを使用するには、処理中 チェック ボックスをオンにします。
♦ [対応開始] または [処理中] のいずれかのステータスを持つ変更要求のみを使用するには、対応開始 と 処理
中 両方のチェック ボックスをオンにします。

♦ ステータスに関わらず、任意の変更要求を処理アイテムとして使用するには、対応開始 と 処理中 両方のチェッ
ク ボックスをオフにします。

要件を処理アイテムとして使用することを許可するには：
1

処理アイテムとして要件を選択できる チェック ボックスをオンにします。

2

次のいずれかを行います。

♦ 承認 ステータスを持つ要件のみを使用するには、承認 チェック ボックスをオンにします。
♦ ステータスに関わらず、任意の要件を処理アイテムとして使用するには、承認 チェック ボックスをオフにします。

タスクを処理アイテムとして使用することを許可するには：
1

処理アイテムとしてタスクを選択できる チェック ボックスをオンにします。
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2

次のいずれかを行います。

♦ ステータスが 開始可能 のタスクのみを使用するには、開始可能 チェック ボックスをオンにします。
♦ ステータスが 実行中 のタスクのみを使用するには、実行中 チェック ボックスをオンにします。
♦ [開始可能] または [実行中] のいずれかのステータスを持つタスクのみを使用するには、開始可能 と 実行中
両方のチェック ボックスをオンにします。

♦ ステータスに関わらず、任意のタスクを処理アイテムとして使用するには、開始可能 と 処理中 両方のチェック
ボックスをオフにします。

プロジェクトに対して拡張処理リンクを有効化するには：
1

プロジェクト
す。

2

チェック ボックス 拡張処理リンクを有効にする をオンまたはオフにして、標準リンク モデルと拡張リンク モデルのどち
らを使用するのかを指定します。

プロパティ... を選択して、プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックスの 処理ルール タブを選択しま

拡張モデルの場合、処理アイテム（ある特定の一連の変更を行うために指定されたアイテム）は、タスクを処理するた
めにリンク付けされます。タスクは、特定のビューにおいて関連づけられた変更を表すために自動的に作成されま
す。 処理タスクを介することにより、変更は処理アイテムに 暗黙的に リンクされます。
注: 一部の StarTeam インテグレーションでは、処理ルールは認識されず、無視されます。
関連概念
処理アイテムの概要
処理アイテムと処理リンク
関連手順
アクセス権をプロジェクトに割り当てる
関連参照
アクセス権と特権
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リンクを表示する
StarTeam では、クライアントの上部ペインで選択されているアイテムに対するリンクが、クライアントの下部の リンク ペイン
に表示されます。

リンクを表示するには：
1

上部ペインからアイテムを 1 つ選択します

2

クライアントの下部にある、リンク タブをクリックします。

リンク ペインの上部にある適切なオプションを選択することにより、すべてのリンクを表示するのか、それとも拡張リンクの
みを表示するのかを、制御することができます。
また、リンク ペインにあるドロップダウン リスト ボックス（リンクされたアイテム）を使用して、リンクを表示させるアイテムを
指定することもできます。 最初は、上部ペインで選択されているアイテムが、ドロップダウン リスト ボックスに表示されてい
ます。 別のリンクされているアイテムを選択するには、リンクされたアイテム リスト ボックスの横の三角矢印をクリックしま
す。
注: [リンク] タブに表示されているリンクは、リンクされたアイテム リスト ボックスにドラッグすることができます。 このアクシ
ョンにより、リンクされているアイテムが、リンク ペインに表示されているリンクと共に変更されます。 この機能は、特に
処理タスクへのリンクを表示される際に便利です。 別のタブへ一旦移り、再度戻ってくると、リスト ボックスは上部ペイ
ンで選択されているアイテムのみを表示している元の状態に戻ります。
上部ペインで処理アイテムを選択する際、リンク ペインに表示されるリンクは、処理タスクへのリンク
のみかもしれません。 処理タスクにリンク付けされているアイテム（つまり、処理アイテムには間接的
にリンク付けされている）を見るには、処理タスクのリンクを、リンク ペインの一覧から リンクされたア
イテム リスト ボックスへドラッグします。 リンクされたアイテム リスト ボックスに処理タスクが表示さ
れ、リンク ペインの一覧には、その処理タスクのリンクが表示されます。 つまりたとえば、リンク ペイ
ンには、事前に選択されている処理アイテムを利用して、その処理アイテムへのリンクだけでなく、チ
ェックインされた各ファイルへのリンクまで表示させることができます。

関連概念
プロジェクトの概要
処理アイテムと処理リンク
関連手順
拡張処理リンクの使用を有効にする
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処理タスクを別のタスクから抽出する
StarTeam が処理タスクを作成するようにユーザーのプロジェクトで拡張処理リンクを有効にした場合、処理タスクを通常タ
スクから分離するためユーザーのタスクをフィルタ処理できます。 使用方法 フィールドを使って、処理タスクと標準タスクを
区別します。 使用方法 の値が その他 以外の場合は、処理タスクを表します。

処理タスクを別のタスクから抽出するには：
1

タスク

フィルタ

フィルタ... を選択します。

フィルタ ダイアログ ボックスが表示されます。
2

新規作成... をクリックして、新しいフィルタ名を入力します。
別の方法として、既存のフィルタを選択し、名前を付けて保存... をクリックし、新しい名前を付けてコピーします。 コピー
したフィルタを選択して次の手順から続行します。

3

フィルタ ダイアログ ボックスの フィールド... をクリックします。

4

使用方法 フィールドを 利用可能なフィールド リストから 以下のフィールドをこの順序で表示 リストに移動し、OK をク
リックします。

5

クエリ... をクリックして クエリ ダイアログ ボックスを開き、新規作成... をクリックします。
クエリの新規作成 ダイアログ ボックスが開きます。

6

新しいクエリ名を 名前 に入力し、条件ノード セクションで次のように選択します： フィールド = 使用方法、 演算子 =
が右の値と等しくない、 値 = その他。

7

追加 をクリックしてクエリに条件を追加してから、保存 をクリックしてクエリを保存し、クエリ ダイアログ ボックスに戻り
ます。
ユーザーの新しいクエリがクエリのリストで選択されています。

8

選択 を クエリ ダイアログ ボックスでクリックして、ユーザーの新しいフィルタでこのクエリを使用します。
フィルタ ダイアログ ボックスに戻ります。ユーザーの新しいフィルタが選択されています。

9

名前を付けて保存... をクリックしてこのフィルタを保存します。
ユーザーの新しいフィルタが、クライアントの一番上にある フィルタ ドロップダウン リストに追加されています。

このフィルタを使うには、タスク タブにある フィルタ リストから選択するだけです。
注: 標準タスクのみ表示するフィルタも作成できます。 クエリで、使用方法 が右の値と等しい その他 条件を使用します。
ヒント: 処理タスクに対してだけではなく、定期的にタスクを使用している場合は、使用方法 が右の値と等しい その他 を既
存のクエリに追加して、手動で作成されたタスクを処理するときに、または Borland の Microsoft Project インテグレ
ーションを使用して Microsoft Project からインポートする場合に処理タスクが表示されないようにします。

関連概念
処理アイテムと処理リンク
拡張処理リンクと処理タスク
関連手順
フィルタを作成する
クエリを作成する
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処理ルールを表示する
処理ルールが強制されていない場合には、変更要求、要件、またはタスクは、そのステータスに関わらず、どれでも処理ア
イテムとして使用できます。 しかし、処理ルールが強制されている場合、処理アイテムとして選択できるアイテムは 1 種類
だけです。 さらに、受理される処理アイテムは、特定のステータスを持つアイテムに限定されます。
特定のプロジェクトに対して処理ルールを強制するかどうか、また、どのようなルールにするかについては、プロジェクト プ
ロパティを確認して決めることができます。 これを行うのに必要なアクセス権がない場合は、プロジェクトにどの処理アイテ
ムが適用されるか、また、それにはどのような制限があるかについて、管理者にお問い合わせください。

処理ルーツに対するプロジェクト プロパティを確認するには：
1

プロジェクト

2

処理ルール タブをクリックします。

3

制限を確認します。

プロパティ... を選択して、プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックスを開きます。

許可された処理アイテムに対して、ステータスが何も選択されていない場合は、どのステータスを使用してもかまいま
せん。
4

OK をクリックして、プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックスを閉じます。

関連概念
処理アイテムの概要
変更要求
要件
タスク
関連手順
変更要求で作業する
内部または外部からアイテムをリンクする
リンクされた変更要求を確認する
アクティブ処理アイテムを設定する
アクティブ処理アイテムにリンクされたファイルを検索する
プロジェクトの処理ルールを確立する
ファイルの変更をベースラインにプロモートする
アクセス権をプロジェクトに割り当てる
関連参照
アクセス権と特権
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拡張処理リンクのみを表示する
ユーザーのプロジェクトで拡張処理リンクが有効である場合は、リンク ペインに拡張処理リンクのみ表示することを選択で
きます。

拡張処理リンクのみを [リンク] ペインに表示するには：
1

クライアントの下部にある、リンク タブをクリックします。

2

リンク ペインの一番上にある 拡張リンクのみ表示 をクリックします。

ここでリンクのある上部ペインでアイテムを選択するとき、リンク ペインには拡張リンクのみ表示され、標準リンクは表示さ
れません。
関連概念
プロジェクトの概要
処理アイテムと処理リンク
関連手順
拡張処理リンクの使用を有効にする
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ショートカットおよび URL からプロジェクトおよびアイテムにアクセスする
ショートカットや URL を使用してプロジェクトやアイテムにアクセスする関連タスクについて説明します。
このセクションの内容
URL をコピーする、および開く
StarTeam プロジェクト、ビュー、フォルダ、またはアイテムへの URL を開く、およびコピーする方法を説明します。
ショートカットを作成する
アイテムへのショートカットを保存する方法を説明します。
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URL をコピーする、および開く
StarTeam クライアントで、プロジェクト、ビュー、フォルダ、ビュー外のフォルダおよびアイテムを URL ショートカットからを開
くことができます。 これによって、ユーザーはプロジェクト内の特定の場所にすばやくアクセスできます。 また、URL をクリッ
プボードにコピーすれば、その内容を簡単に適切なアプリケーション（電子メール クライアントなど）やドキュメントに移すこ
とができます。
他の URL と同様に、StarTeam URL にも接続先のサーバーの名前が含まれています。 組織によっては、インターネットと
企業内イントラネットの両方から StarTeam Server にアクセスできる場合があります。 このような場合、1 台のサーバーが
2 つの異なる IP アドレスを持っています。 ユーザーが、サーバーを参照するためのサーバー リストを、DNS 名ではなく IP
アドレスで設定している場合、そのクライアントによって生成された URL は、その IP アドレスが存在するネットワークからし
か利用できません。
URL 表示は、ユーザーの 個人用オプション の設定で変更できます。
注: StarTeam ショートカットでは、ファイル拡張子として .stx を使用します。 保存されたビュー比較/マージ セッションへの
ショートカットの場合、.vcmx と .vcms を使用します。

URL をクリップボードにコピーするには：
1

上部ペインで（複数の）アイテムを選択します。

2

選択したアイテムを右クリックして、URL をクリップボードにコピー を選択します。
この操作によって、選択されているアイテムへのプレーンテキストバージョンの URL と HTML 形式のリンクがクリップ
ボードにコピーされます。 クリップボードから、選択したアプリケーションにこの URL を貼り付けることができます。

3

選択したアプリケーションに URL を貼り付けます。
注:

URL をクリップボードにコピーする操作は、1 つ以上のアイテムをリストペインまたはフォルダ ツリ
ーからアプリケーションにドラッグする操作と等価です。 ただし、すべてのアプリケーションが HTML
形式での貼り付けをサポートしているとは限りません。Word、Excel、Outlook は HTML データをサ
ポートしています。

URL を開くには：
1

プロジェクト

2

StarTeam URL を開く ダイアログ ボックスで、プロジェクト、ビュー、フォルダ、またはアイテムへの有効な URL を入力
します。

StarTeam URL を開く... を選択します。

たとえば、次のように入力します： starteam:/<ホスト名>:49201/myproject

♦ プロジェクトを参照する URL の場合は、そのプロジェクトのデフォルトのビューが開きます。
♦ ビューまたはフォルダを参照する URL の場合は、そのビューまたはフォルダが開きます。
♦ アイテムを参照する URL の場合は、そのアイテムのビューが開きます。フォルダ ツリーでは、そのアイテムの親

フォルダが選択されます。そのアイテム タイプが選択され、上部ペインのアイテム リストまたはツリーでは、その
アイテムそのものが選択されます。

ヒント: 電子メールや他のアプリケーションで StarTeam URL リンクをダブルクリックすると、StarTeam が開き、特定のプロ
ジェクト、ビュー、またはアイテムが表示されます。 Windows のエクスプローラでは、StarTeam リンクは、小さい
StarTeam アイコンで表示され、ダブルクリックして開くことができます。
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関連手順
保存またはエクスポートされたビュー比較/マージ セッションを開く
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ショートカットを作成する
簡単に追跡しているアイテムにアクセスするため、デスクトップにそれらのアイテムへのショートカットを保存できます。 ショ
ートカットを開くとアプリケーションが起動し、そのショートカットが作成された時点の構成でプロジェクト ビューが開き、その
アイテムの プロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。

アイテムへのショートカットを保存するには：
1

フォルダ ツリー からフォルダを選択します。

2

対象のコンポーネント タブを選択します。

3

上部ペインでアイテムを右クリックし、ショートカットを保存... を選択します。
この操作で、名前を付けて保存 ダイアログ ボックスが表示されます。

4

デフォルト名を使用しない場合は、ファイル名 テキスト ボックスにショートカットの名前を入力します。
.stx 拡張子を削除しないように注意してください。

5

ショートカットを保存する場所（通常はデスクトップ）を選択し、[保存] をクリックします。

注: 保存したショートカットからアイテムを開くには、ショートカット ファイル（.stx）をダブルクリックします。
関連概念
プロジェクトの概要
関連手順
ファイルをプロジェクトに追加する
プロジェクトをショートカットとして保存する
プロジェクトをショートカットで開く
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リビジョンで作業する
リビジョンでの作業に関連するタスクについて説明します。
このセクションの内容
チェックイン コメントを編集する
チェックインを完了した後にチェックイン コメントを編集する方法を説明します。
プロパティを比較する
チップ リビジョンと前のリビジョンのプロパティまたは、2 つの履歴リビジョンのプロパティを比較する方法を説明し
ます。
リビジョン ラベルをコピーする
既存のビュー ラベルをコピーする方法を説明します。
リビジョン ラベルを作成する
リビジョン ラベルを新規作成する方法を説明します。
ロールバック ビューからラベルを添付解除する
以前のリビジョンにロールバックしたビューからラベルを添付解除する方法を説明します。
前のファイル リビジョンを表示する
前のファイル リビジョンを表示する方法を説明します。
古いリビジョンのファイルをチェックアウトする
ファイルの以前のリビジョンをチェックアウトする方法を説明します。
履歴プロパティを比較する
2 つの履歴アイテム リビジョンのプロパティを比較する方法を説明します。
旧リビジョンのファイル内容を比較する
リポジトリにある 2 つのファイル リビジョンの内容を比較する方法を説明します。
特定のリビジョンからラベルを添付解除する
特定のリビジョンからラベルを添付解除する方法を説明します。
特定リビジョンをリンクする
特定のリビジョンにリンクする方法を説明します。

691

チェックイン コメントを編集する
通常、チェックイン プロセスの間にチェックインする変更について説明したコメントを入力します。 チェックインが完了した後
にチェックイン コメントを追加または変更することもできます。

チェックインを完了した後にチェックイン コメントを追加または編集するには：
1

ファイル タブの上部ペインでファイルを選択してから、履歴 タブまたは ラベル タブをクリックします。

2

履歴 または ラベル ペインで、コメントを追加または編集する対象のリビジョンを選択します。

3

選択したリビジョンを右クリックし、コメントの編集... を選択し コメントの編集 ダイアログ ボックスを開きます。

4

コメントのテキストを入力し、OK をクリックします。
コメント フィールドは、30,000 文字まで入力できます。

関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
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プロパティを比較する
履歴 ペインで、チップ リビジョンと前のリビジョンのアイテムのプロパティまたは、2 つの履歴リビジョンのプロパティを比較
できます。

チップ リビジョンと前のリビジョンのアイテムのプロパティを比較するには：
1

プロパティを比較するアイテムを上部ペインで選択します。
上部ペインの 監査 タブを除く任意のコンポーネント タブでアイテムを選択できます。

2

下部ペインの 履歴 タブをクリックし、最新（チップ）リビジョンを除く任意のリビジョンを選択します。

3

選択リビジョンを右クリックして プロパティの比較...

を選択します。

プロパティの比較 ウィンドウに、チップ リビジョンと選択した履歴リビジョンのプロパティが並べて列に表示されます。

2 つの履歴ファイル リビジョンのプロパティを比較するには：
1

履歴のプロパティを比較するアイテムを上部ペインで選択します。
上部ペインの 監査 タブを除く任意のコンポーネント タブでアイテムを選択できます。

2

下部ペインの 履歴 タブをクリックして、プロパティを比較する 2 つの履歴リビジョンを選択します。
2 番目のリビジョンを選択するには、CTRL を押しながらクリックします。

3

選択対象を右クリックして プロパティの比較...

を選択します。

プロパティの比較 ウィンドウに、選択した履歴リビジョンのプロパティが並べて列に表示されます。
関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
プロパティで作業する
旧リビジョンのファイル内容を比較する
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
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リビジョン ラベルをコピーする
リビジョン ラベルのコピーが必要な場合があります。 たとえば、アイテムをあるビュー（ソース ビュー）から別のビュー（ター
ゲット ビュー）に移動したり共有したりする場合、ソース ビューのラベルはターゲット ビューには含まれません。 しかし、移
動または共有の後にリビジョン ラベルをコピーすることによって、移動または共有されたアイテムでリビジョン ラベルを選択
的に保持することができます。
リビジョン ラベルをコピーすると、そのリビジョン ラベルは、元のリビジョン ラベルと同じアイテムの同じリビジョンに直ちに
添付されます。 2 つのリビジョン ラベルが同じビューにある場合は、各ラベルが同じ個数のアイテムに添付されます。 しか
し、2 つのリビジョン ラベルが異なるビューにある場合、新しいラベルが同じアイテムの同じリビジョンに添付されるのは、コ
ピー操作の時点でそのアイテムとリビジョンが新しいラベルのビューに存在する場合だけです。
リビジョン ラベルのコピーには各種の方法がありますが、以下の手順では、リビジョン ラベルが現在のビューか、または別
のアクセス可能なビューにある場合にコピーできます。 また、ここではファイルの操作を前提にしていますが、その他の種
類のアイテムにも適用できます。

リビジョン ラベルを既存のラベルに基づいて作成し、それに追加や例外を少し加えるには：
1

ビュー

2

新規作成 をクリックして、リビジョン ラベル ダイアログ ボックスを開きます。

3

リビジョン ラベルの名前と説明を入力します。

4

別のリビジョン ラベルからコピー チェックボックスをオンにします。

5

選択... をクリックして、リビジョン ラベルのコピー ダイアログ ボックスを開きます。

6

プロジェクト のリストからプロジェクト、ビュー ツリーからビュー、ラベル リストのリビジョン ラベルを選択します。

7

OK をクリックして、リビジョン ラベルのコピー ダイアログ ボックスを閉じて、OK をクリックして、リビジョン ラベル ダイ
アログ ボックスを閉じます。 ラベル ダイアログ ボックスの 閉じる をクリックします。

ラベル... を選択して、ラベル ダイアログ ボックスの リビジョン タブを選択します。

新しいリビジョン ラベルが、既存のラベルと同じリビジョンに添付されます。
8

次のいずれかを行います。

♦ 新しいリビジョン ラベルを使用して、変更された 1 つまたは複数のファイルをチェックインします。
♦ 変更されたファイルをチェックインし、新しいリビジョン ラベルを、変更されたファイル リビジョンに手動で添付し

ます。 これを実行するには、チェックインするファイルを選択してから、下部ペインの ラベル タブをクリックしま
す。 ラベル ペインで、新しいリビジョン ラベルを、適切な（通常は、チップ）リビジョンにドラッグします。 変更され
た他のファイルについて、これらの手順を繰り返します。
注:

新しいファイルが追加されている場合は、ファイル
す。
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ラベル

添付... を使用してラベルを添付しま

関連概念
ラベル
ビューの概要
分岐の理解
ビューの適切な使用
関連手順
ラベルをアイテムに添付する
ラベルをフォルダに添付する
ビュー ラベルを作成する
リビジョン ラベルを作成する
ラベルを確認および移動する
ラベルを凍結および凍結解除する
ビュー ラベルをプロモートする
ビュー ラベルを降格する
ラベル プロパティを構成または表示する
ラベルを削除する
ラベルをアイテムから添付解除する
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リビジョン ラベルを作成する
ビュー ラベルと同様に、新しいリビジョン ラベルも ビュー メニューから作成できます。 実際、新しいリビジョン ラベルを既
存のリビジョン ラベルに基づいて別のビューに作成する場合は、ビュー メニューを使用する必要があります。 ただし、リビ
ジョン ラベルは、フォルダ ツリー メニュー、コンポーネント メニュー、またはコンテキスト メニューからも作成できます。

選択されたアイテムに対する新しいリビジョン ラベルを [ビュー] メニューから作成するには：
1

フォルダの階層ツリーからフォルダを選択します。

2

上部ペインの任意のコンポーネント タブで（複数）アイテムを選択します。

3

ビュー

ラベル... を選択して、ラベル ダイアログ ボックスの リビジョン タブをクリックします。

ラベルは、作成された時間を基に、新しいものから順に一覧表示されます。
4

ラベルの名前と説明を入力します。
ラベル名は最大 64 文字まで、説明は最大 254 文字まで入力できます。

5

オプションで、このラベルを凍結して、このラベルが添付されたリビジョンを変更できないようにするには、凍結する 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
ラベル
フォルダ
ビューの概要
分岐の理解
ビューの適切な使用
関連手順
ラベルをアイテムに添付する
ラベルをフォルダに添付する
ビュー ラベルを作成する
リビジョン ラベルをコピーする
ラベルを確認および移動する
ラベルを凍結および凍結解除する
ビュー ラベルをプロモートする
ビュー ラベルを降格する
ラベル プロパティを構成または表示する
ラベルを削除する
ラベルをアイテムから添付解除する
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ロールバック ビューからラベルを添付解除する
場合によりロールバック ビューでアイテムからラベルを添付解除する必要があります。 たとえば、ビュー ラベルが添付され
ているファイルを削除するとします。 その後、削除したファイルに添付されていたビュー ラベルの 1 つに基づいてビルド ラ
ベルを作成していました。 ビルドを実行するため新しいビルド ラベルにビューをロールバックする場合、削除したファイルが
ユーザーのビューに再度表示されます。 このビルドでファイルをビルドしない場合は、そのファイルから新しいビルド ラベル
を添付解除できます。 ロールバック ビューから別のラベルを添付解除する場合は、エラー メッセージにより、ビューがロー
ルバックされているラベルのみ添付解除できることが示されます。
注: 現在のビュー構成でアイテムから任意のラベルを添付や添付解除できます。ただし、これらの構成で削除したアイテム
を表示できません。 添付解除するラベルに基づいた構成にビューをロールバックする場合のみ、削除アイテムからビ
ュー ラベルを添付解除できます。

ロールバック ビューからビュー ラベルを添付解除するには：
1

添付解除するビュー ラベルにビューをロールバックします。

2

上部ペインから、ビュー ラベルを添付解除する対象のアイテムを選択します。

3

下部ペインの ラベル タブをクリックします。

4

削除するラベルを右クリックし、添付解除... を選択します。

5

OK をクリックします。

ラベルを添付解除するアイテムは更新後に表示されなくなります。
関連概念
ラベル
フォルダ
ビューの概要
分岐の理解
ビューの適切な使用
関連手順
フォルダからラベルを添付解除する
ラベルをアイテムから添付解除する
ラベルをアイテムに添付する
ビュー ラベルを作成する
リビジョン ラベルを作成する
リビジョン ラベルをコピーする
ラベルを確認および移動する
ラベルを凍結および凍結解除する
ビュー ラベルをプロモートする
ビュー ラベルを降格する
ラベル プロパティを構成または表示する
ラベルを削除する
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前のファイル リビジョンを表示する
デフォルト エディタか、当該ファイル タイプが登録されているアプリケーションのいずれかを使って、前のファイル リビジョン
の内容を確認できます。

リビジョンの内容を確認するには：
1

ファイル タブで、リビジョンを確認するファイルを選択します。

2

下部ペインの 履歴 または ラベル ペインで、確認する特定のリビジョンを選択します。

3

選択したアイテムを右クリックし、コンテキスト メニューを開き、次のいずれかを選択します。

♦ リビジョンを一時ファイルにコピーし、それをデフォルト エディタ（メモ帳か、個人用オプション ダイアログ ボックス
で指定した代替エディタ）で表示する場合は、リビジョン内容の表示 を選択します。

♦ リビジョンを一時ファイルにコピーし、関連付けられたアプリケーションで表示する場合は、リビジョンの内容を開
く を選択します。
注:

クライアントによりシステムのローカル一時ディレクトリに一時ファイルが作成されます。 たとえば、
Windows システムでは、一時ファイルは、C:\Documents and Settings\<ユーザー>\Local
Settings\Temp フォルダに作成されます。 クライアントを終了すると、ファイルがシステムから削除
されます。

関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
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古いリビジョンのファイルをチェックアウトする
履歴 ペインでファイルの以前のリビジョンを簡単にチェックアウトできます。 現在の作業フォルダにチェックアウトして現在
のファイルに上書きする、または別の場所にチェックアウトするか選択できます。

ファイルの以前のリビジョンをチェックアウトするには：
1

上部ペインの ファイル タブをクリックし、ファイルを選択します。

2

下部ペインの 履歴 タブまたは ラベル タブをクリックし、チェックアウトするリビジョンを選択します。

3

選択ファイルを右クリックし、チェックアウト または チェックアウト先... を選択します。
チェックアウト ダイアログ ボックスが開きます。

4

チェックアウト ダイアログ ボックスで、「ファイルをチェックアウトする」の手順で説明したとおりに、ファイルをチェックア
ウトします。

関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
旧リビジョンのファイル内容を比較する
履歴プロパティを比較する
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
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履歴プロパティを比較する
履歴 ペインを使用して、アイテムの 2 つの履歴リビジョンのプロパティを比較できます。

2 つの履歴ファイル リビジョンのプロパティを比較するには：
1

履歴のプロパティを比較するアイテムを上部ペインで選択します。
上部ペインの任意のコンポーネント タブ（監査 タブを除く）でアイテムを選択できます。

2

履歴 タブをクリックし、2 つのアイテム リビジョンを選択します。
2 番目のリビジョンを選択するには、CTRL を押しながらクリックします。

3

選択対象を右クリックして プロパティの比較...

を選択します。

プロパティの比較 ウィンドウに、リビジョンのプロパティが並べて列に表示されます。
注: 2 つのファイル以外のアイテム（変更要求など）やファイル以外のアイテムの 2 つのリビジョンを選択してから、ツール
比較 も選択できます。ウィンドウの一番下に、組み込みの 2 ペインの比較ビューが開き、2 つの選択アイテムのプロ
パティが表示されます。
関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
プロパティで作業する
旧リビジョンのファイル内容を比較する
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
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旧リビジョンのファイル内容を比較する
可能なのは、旧リビジョン ファイルの内容を比較するだけです（StarTeam クライアントのメインまたは組み込みファイル比
較/マージを使用）。ファイルの旧リビジョンを編集できません。

リポジトリ内にある 2 つの旧リビジョンの内容を比較するには：
1

履歴 タブをクリックし、比較する 2 つのリビジョンを選択します。

2

ツール

比較 を選択します。

StarTeam ウィンドウの一番下に 2 つのファイルの内容が表示された組み込み比較ペインが開きます。
注: 2 つの非ファイル アイテム（変更要求など）のプロパティや非ファイル アイテムの 2 つのリビジョンも比較できます。2
つの非ファイル アイテムを選択して、ツール 比較 を選択します。ウィンドウの一番下に、組み込みの 2 ペインの比
較ビューが開き、2 つの選択アイテムのプロパティが表示されます。
関連概念
ファイル比較/マージの概要
ファイル比較/マージ（FCM）の UI
関連手順
ファイルを比較およびマージする
ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する
2 つのローカル ファイルを比較する
ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
比較レポートとマージ レポートをカスタマイズする
ファイル比較/マージ オプションを設定する
関連参照
ファイル比較/マージのオプション
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特定のリビジョンからラベルを添付解除する
ビュー ラベルまたはリビジョン ラベルから特定のアイテムを削除する場合は、それらのアイテムから個別に、またはグルー
プとしてラベルを添付解除できます。 一般に、ラベルを添付解除するアイテムは、ファイルまたはフォルダです。

特定のアイテム リビジョンからラベルを添付解除するには：
1

フォルダの階層からフォルダを選択します。

2

上部ペインで、添付解除するアイテムを含むコンポーネント タブをクリックして、アイテムを選択します。

3

下部ペインの ラベル タブをクリックします。

4

ラベル ペインでリビジョンをダブルクリックして、そのリビジョンに添付されているすべてのラベルをそのリビジョンの子
として表示します。

5

削除するラベルを右クリックし、添付解除... を選択します。

6

OK をクリックします。

関連概念
ラベル
フォルダ
ビューの概要
分岐の理解
ビューの適切な使用
関連手順
ラベルをアイテムに添付する
ビュー ラベルを作成する
リビジョン ラベルを作成する
リビジョン ラベルをコピーする
ラベルを確認および移動する
ラベルを凍結および凍結解除する
ビュー ラベルをプロモートする
ビュー ラベルを降格する
ラベル プロパティを構成または表示する
ラベルを削除する
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特定リビジョンをリンクする
リンクの両端には関連付けられた開始リビジョンと終了リビジョンがあり、リンクを適用するリビジョンの範囲を決定します。
開始リビジョンは常にリンク作成時点で決定され、現在の分岐の最初のリビジョンに設定されます。 終了リビジョンはユー
ザーの管理下にあり、決定（固定）もできます。つまりリンクされたリビジョンに上限を設定する、あるいは設定しないで変動
にできます。 リンク対象が固定設定の場合、常に、フォルダまたはファイルの同じバージョンにリンクされます。 リンク対象
が変動設定の場合、リンクされたフォルダまたはアイテムの新しいリビジョンが作成されるたびに、そのリンクはリビジョン間
を移動します。
デフォルトでは、リンクは、リンクされる 2 つのフォルダまたはアイテムのチップ リビジョンを結び付けます。 リンク ペインの
列には、両方のリンクで選択されたリビジョンが表示されます。
リンクが指定したアイテムで表示されるかどうかは単純です。 リンクで定義した開始リビジョンと終了リビジョン間のリビジョ
ンがどれでも選択したアイテムの履歴にある場合、リンクは表示されます。 その他の場合、表示されません。

チップ リビジョンにリンクするには：
1

リンクを作成したフォルダまたはアイテムを選択します。

2

次のいずれかを行います。

♦ 上部ペインでアイテムを選択した場合は、下部ペインの リンク タブをクリックします。
♦ フォルダ ツリー でフォルダを選択した場合は、フォルダ ツリー

プロパティ... を選択して、フォルダ<名前>、リ
ビジョン<番号> ダイアログ ボックスを表示し、リンク タブをクリックします。

3

リンク ペインから（複数）リンクを選択します。

4

選択した（複数）リンクを右クリックし、次のオプションの 1 つを選択します。

♦ 固定リンク

チップ リビジョンのソース アイテムに： このコマンドは、ソース（つまり、プロパティを確認している
フォルダ、または上部ペインから選択したアイテム）のチップ リビジョンへのリンクを固定します。

♦ 固定リンク

チップ リビジョンのターゲット アイテムに： このコマンドは、ターゲット（つまり、[リンク] ペインの
[アイテム] 列に表示されているフォルダまたはアイテム）のチップ リビジョンへのリンクを固定します。

♦ 固定リンク

チップ リビジョンのソース アイテムとターゲット アイテムに： このコマンドは、ソースとターゲットの
両方のチップ リビジョンへのリンクを固定します。

♦ 変動リンク

ソース アイテムに：このコマンドは、新しいリビジョンが作成された場合に、リンクがソースのチッ
プ リビジョン間を変動できるようにします。

♦ 変動リンク ターゲット アイテムに：このコマンドは、新しいリビジョンが作成された場合に、リンクがターゲットのチ
ップ リビジョン間を変動できるようにします。

♦ 変動リンク

ソース アイテムとターゲット アイテムに： このコマンドは、リンクのソースとターゲットの両方がチ
ップ リビジョン間を変動できるようにします。

特定のリビジョンにリンクするには：
1

リンクを作成したフォルダまたはアイテムを右クリックします。

2

次のいずれかを実行します。

♦ アイテムを選択した場合は、下部ペインの リンク タブをクリックします。
♦ フォルダ ツリー でフォルダを選択した場合は、フォルダ ツリー

プロパティ... を選択して、フォルダ<名前>、リ
ビジョン<番号> ダイアログ ボックスを表示し、リンク タブをクリックします。

3

リンクを選択します。
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4

選択したリンクを右クリックして、リンクのプロパティ... を選択します。
リンクのプロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。

5

オプションで、コメント テキスト ボックスに、そのリンクに関する説明またはコメントを入力します。
このテキストは、リンク ペインの コメント 列に表示されます。

6

ソース アイテム グループ ボックスで、次のいずれかを行います。

♦ 固定... をクリックして、バージョンの選択 ダイアログ ボックスを表示します。 一覧から、特定のフォルダまたはア
イテムのリビジョンを選択します。 このリビジョン番号は、リンク ペインの 選択バージョン 列に表示されます。

♦ 変動... をクリックして、リンクが常にこのアイテムのチップ リビジョンに結び付けられるようにします。
7

リンク先のターゲット アイテム グループ ボックスで、次のいずれかを行います。

♦ 固定... をクリックして、バージョンの選択 ダイアログ ボックスを表示します。 一覧から、特定のフォルダまたはア

イテムのリビジョンを選択します。 このリビジョン番号は、リンク ペインの アイテムのバージョン 列に表示されま
す。

♦ 変動... をクリックして、リンクが常にこのアイテムのチップ リビジョンに結び付けられるようにします。
8

OK をクリックします。

注: あるサーバー上のプロジェクト ビューにあるアイテムから、別のサーバー上の別のプロジェクトまたはビューにあるアイ
テムへ、リンクを張ることができます。 これを、外部リンクと呼びます。
関連概念
リンク： 内部および外部
チェックインおよびチェックアウトの関連操作
関連手順
内部または外部からアイテムをリンクする
リンクされた変更要求を確認する
リンクされたファイルをチェックインおよびチェックアウトする
リンクされたファイルを選択する
リンクのプロパティをカスタマイズする
ファイルを処理アイテムにリンクする
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プロパティで作業する
このセクションでは、プロパティでの作業に関連する手順を説明します。
このセクションの内容
アイテムのプロパティを表示または変更する
標準プロパティ ダイアログ ボックスでアイテムのプロパティを表示または変更する方法を説明します。
アイテムのプロパティを電子メールで送信する
アイテムのプロパティを別のチーム メンバに電子メールで送信する方法を説明します。
プロパティを比較する
チップ リビジョンと前のリビジョンのプロパティまたは、2 つの履歴リビジョンのプロパティを比較する方法を説明し
ます。
ラベル プロパティを構成または表示する
ラベル プロパティにアクセスし表示または変更する方法を説明します。
リンク アイテムのプロパティをカスタマイズする
リンクからアイテムのプロパティを変更する方法を説明します。
リンクのプロパティをカスタマイズする
リンクのプロパティを変更する方法を説明します。
履歴プロパティを比較する
2 つの履歴アイテム リビジョンのプロパティを比較する方法を説明します。
組み込みプロパティ エディタを使用する
組み込みプロパティ エディタの使用方法について説明します。このエディタにより同時に複数の StarTeam アイテ
ムを表示、編集および比較できます。
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アイテムのプロパティを表示または変更する
ここでは、標準のプロパティ ダイアログを使用してアイテムのプロパティを編集する方法を説明します。 ユーザーのチーム
でのセットアップ形態によっては、代替プロパティ エディタ（APE）というまったく異なったダイアログ ボックスを使用する場合
があります。
アイテムのプロパティを変更するたびに、そのアイテムの新しいリビジョンが作成されます。 プロパティを変更する場合は、
リビジョン コメント タブを使用して、変更理由を説明するリビジョン コメントも作成しなければなりません。

アイテムのプロパティを表示または変更するには：
1

フォルダ階層ツリーからフォルダを選択、または上部ペインからコンポーネント タブの 1 つをクリックし、アイテムを選
択します。

2

次のいずれかを行います。

♦ フォルダやアイテムを右クリックし、プロパティ... を選択します。
♦ 下部ペインの 参照 ペインのアイテムを右クリックして、アイテムのプロパティ... を選択します。
♦ プロパティ ツールバー ボタンをクリックします。
3

アイテムに対応する表示された プロパティ ダイアログ ボックスのプロパティ フィールドを変更してから、OK をクリック
します。

ヒント: 次のオプションを CPC の stjava ファイルに追加することにより、強制的に、Java に Windows ファイルのプロパティ
をキャッシュさせないこともできます： -Dsun.io.useCanonCaches=false。

関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
アイテムのプロパティを表示または変更する
関連参照
要求変更プロパティ
ファイルのプロパティ
フォルダ プロパティ
要件プロパティ
タスクのプロパティ
トピック プロパティ
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アイテムのプロパティを電子メールで送信する
選択されたアイテム（ファイルを除く）のテキスト データを、さらにテキストを追加して、電子メール メッセージとして送信でき
ます。 各アイテムについて送信される情報には、上部ペインに表示されているフィールドが含まれます。 変更要求などの
アイテムでは、そのアイテムのプロパティ（つまりそのアイテムの内容）が電子メールで送信されます。 ファイルの場合、プ
ロパティのみを送信できます。 ただし、アイテムのショートカットを含めることができます。
アイテムは、ユーザーではなく、アプリケーションから送信されます。 つまり、場合により自分自身を宛先に追加する必要が
あります。 追加しないと、そのメッセージを受信できません。
注: クライアントでフィルタを設定し、アイテムを電子メールで送信する場合、フィルタで表示されているフィールドのみが受
信者に送信されます。

アイテムのプロパティを電子メールで送信するには：
1

フォルダ階層からフォルダを選択し、コンポーネント タブをクリックして、上部ペインからアイテムを選択します。

2

次のいずれかを行います。

♦ ツールバーにある メールで送信 ボタンをクリックします。 （ファイル コンポーネントが選択されている場合、この
ボタンは現れません。）

♦ 選択アイテムを右クリックし、メールで送信... を選択します。
宛先 ダイアログ ボックスが開きます。
3

宛先 または CC をクリックすると、メールの主な受信者またはメールの二次的な受信者を選択するダイアログ ボック
スが開きます。
チーム メンバ名を 利用可能なユーザー から 選択されたユーザー リストに移動してメールの受信者を選択して、OK
をクリックします。

4

件名 を入力します。

5

オプションで、電子メールのコピーを受信する場合は、自分自身にコピーを送信する チェックボックスをオンにします。

6

オプションで、この特定アイテムのショートカットを電子メールに追加するには、アイテムのショートカットを添付する チ
ェックボックスをオンにします。

7

メール メッセージにテキストを追加 テキスト ボックスに追加情報を入力します。

8

OK をクリックして、メッセージを送信します。

自動電子メール通知とは異なり、このメッセージの件名の行に "通知" の文字は表示されません。
注: ユーザーが送信する電子メール メッセージと、サーバーによって自動的に送信される電子メール通知メッセージを混
同しないでください。 管理者が電子メール通知を有効に設定している場合は、自分が責任を持っているアイテムや受
信者として登録されているトピックに関する情報を通知する電子メール メッセージが自動的に受信されます。
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関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
プロパティで作業する
旧リビジョンのファイル内容を比較する
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
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プロパティを比較する
履歴 ペインで、チップ リビジョンと前のリビジョンのアイテムのプロパティまたは、2 つの履歴リビジョンのプロパティを比較
できます。

チップ リビジョンと前のリビジョンのアイテムのプロパティを比較するには：
1

プロパティを比較するアイテムを上部ペインで選択します。
上部ペインの 監査 タブを除く任意のコンポーネント タブでアイテムを選択できます。

2

下部ペインの 履歴 タブをクリックし、最新（チップ）リビジョンを除く任意のリビジョンを選択します。

3

選択リビジョンを右クリックして プロパティの比較...

を選択します。

プロパティの比較 ウィンドウに、チップ リビジョンと選択した履歴リビジョンのプロパティが並べて列に表示されます。

2 つの履歴ファイル リビジョンのプロパティを比較するには：
1

履歴のプロパティを比較するアイテムを上部ペインで選択します。
上部ペインの 監査 タブを除く任意のコンポーネント タブでアイテムを選択できます。

2

下部ペインの 履歴 タブをクリックして、プロパティを比較する 2 つの履歴リビジョンを選択します。
2 番目のリビジョンを選択するには、CTRL を押しながらクリックします。

3

選択対象を右クリックして プロパティの比較...

を選択します。

プロパティの比較 ウィンドウに、選択した履歴リビジョンのプロパティが並べて列に表示されます。
関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
プロパティで作業する
旧リビジョンのファイル内容を比較する
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
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ラベル プロパティを構成または表示する
ビュー ラベルのプロパティには、その名前、説明、凍結/凍結解除ステータス、構成、およびビルド ラベルステータスが含ま
れます。 リビジョン ラベルのプロパティには、そのラベルの名前、説明、および凍結/凍結解除ステータスが含まれます。

編集するためビュー ラベルまたはリビジョン ラベルのプロパティを表示するには：
1

フォルダの階層ツリーから対象フォルダを選択します。

2

ビュー

ラベル... を選択します。

ラベル ダイアログ ボックスが表示されます。
3

ビュー または リビジョン タブのラベルを選択して、プロパティ... をクリックします。
ラベル<名前>の編集 ダイアログ ボックスが開き、ラベル名、ラベルの説明を変更し、ラベルを凍結または凍結解除で
きます。

フォルダ ラベルのプロパティを表示するには：
1

フォルダの階層ツリーから対象フォルダを選択します。

2

選択したフォルダを右クリックし、ラベル... を選択します。
ラベル ダイアログ ボックスが開き、このフォルダに添付されているすべてのラベルが一覧表示されます。

3

リストからラベルを選択し、プロパティ... をクリックします。
ビューラベル（読み取り専用） ダイアログ ボックスが開き、ユーザーが選択したラベルのプロパティを表示できます。

[ラベル] ペインからラベルのプロパティを表示するには：
1

上部ペインからアイテムを 1 つ選択します

2

下部ペインの ラベル タブをクリックします。

3

ラベル ペインのラベルを右クリックし、[プロパティ...] を選択します。
ビューラベル（読み取り専用） ダイアログ ボックスが開き、ユーザーが選択したラベルのプロパティを表示できます。
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関連概念
ラベル
フォルダ
ビューの概要
分岐の理解
ビューの適切な使用
関連手順
ラベルをアイテムに添付する
ビュー ラベルを作成する
リビジョン ラベルを作成する
ラベルを確認および移動する
リビジョン ラベルをコピーする
ラベルを凍結および凍結解除する
ビュー ラベルをプロモートする
ビュー ラベルを降格する
ラベル プロパティを構成または表示する
ラベルを削除する
ラベルをアイテムから添付解除する
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リンク アイテムのプロパティをカスタマイズする
フォルダやアイテムのプロパティを直接 リンク ペインから表示または変更できます。

フォルダまたはアイテムのプロパティをリンクから表示または変更するには：
1

フォルダまたは別のアイテムにリンクされているアイテムを上部ペインから選択します。

2

下部ペインの リンク タブを選択します。

3

リンクを右クリックして、アイテムのプロパティ... を選択して アイテムのプロパティ ダイアログ ボックスを表示します。
このダイアログ ボックスには、リンク ペインの アイテム 列のフォルダまたはアイテムに関する情報が表示されます。

関連概念
リンク： 内部および外部
チェックインおよびチェックアウトの関連操作
関連手順
内部または外部からアイテムをリンクする
特定リビジョンをリンクする
リンクされた変更要求を確認する
リンクされたファイルをチェックインおよびチェックアウトする
リンクされたファイルを選択する
ファイルを処理アイテムにリンクする
関連参照
プロジェクト、フォルダ、アイテムのプロパティ

712

リンクのプロパティをカスタマイズする
リンクのプロパティを リンク ペインから表示または変更できます。

リンクのプロパティをフォルダから表示または変更するには：
1

フォルダを右クリックし、プロパティ... を選択します。

2

フォルダ<名前>、リビジョン<番号> ダイアログ ボックスで リンク タブをクリックします。
リンク ペインに選択したフォルダのすべてのリンクが表示されます。

3

リンクを右クリックして リンクのプロパティ... を選択します。
リンクのプロパティ ダイアログ ボックスが開き、特定のプロパティの表示や変更、コメントの追加が可能になります。

リンクのプロパティをアイテムから表示または変更するには：
1

上部ペインのコンポーネント タブの 1 つでアイテムを選択します。

2

下部ペインの リンク タブを選択します。
リンク ペインに選択したアイテムのすべてのリンクが表示されます。

3

リンク ペインのリンクを右クリックして、リンクのプロパティ... を選択します。
リンクのプロパティ ダイアログ ボックスが開き、特定のプロパティの表示や変更、コメントの追加が可能になります。

関連概念
リンク： 内部および外部
チェックインおよびチェックアウトの関連操作
関連手順
内部または外部からアイテムをリンクする
特定リビジョンをリンクする
リンクされた変更要求を確認する
リンクされたファイルをチェックインおよびチェックアウトする
リンクされたファイルを選択する
ファイルを処理アイテムにリンクする
関連参照
プロジェクト、フォルダ、アイテムのプロパティ
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履歴プロパティを比較する
履歴 ペインを使用して、アイテムの 2 つの履歴リビジョンのプロパティを比較できます。

2 つの履歴ファイル リビジョンのプロパティを比較するには：
1

履歴のプロパティを比較するアイテムを上部ペインで選択します。
上部ペインの任意のコンポーネント タブ（監査 タブを除く）でアイテムを選択できます。

2

履歴 タブをクリックし、2 つのアイテム リビジョンを選択します。
2 番目のリビジョンを選択するには、CTRL を押しながらクリックします。

3

選択対象を右クリックして プロパティの比較...

を選択します。

プロパティの比較 ウィンドウに、リビジョンのプロパティが並べて列に表示されます。
注: 2 つのファイル以外のアイテム（変更要求など）やファイル以外のアイテムの 2 つのリビジョンを選択してから、ツール
比較 も選択できます。ウィンドウの一番下に、組み込みの 2 ペインの比較ビューが開き、2 つの選択アイテムのプロ
パティが表示されます。
関連概念
ファイル
フォルダ
関連手順
プロパティで作業する
旧リビジョンのファイル内容を比較する
フォルダとアイテムで作業する
ファイルを管理する
プロジェクトを管理する
分岐操作
アイテムをリンクおよびリンク解除する
データをフィルタリングする
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組み込みプロパティ エディタを使用する
組み込みプロパティ エディタでは次の操作が可能です。

♦ 同時に複数の StarTeam アイテムを表示、編集および比較する。
♦ プロパティ エディタの間で値をコピーする。
♦ 組み込みプロパティ エディタが開いている間（変更が保存されていない場合を含む）に別の作業を続行できる。
注: StarTeam では組み込みエディタを代替プロパティ エディタ（APE）、Layout Designer フォームやデフォルトのプロパテ
ィ エディタと組み合わせて使用することをサポートします。 ただし、組み込みエディタは AbstractItemEditor インターフ
ェイスを実装していない APE に対してサポートされません。 これらの APE はプロパティ エディタ ダイアログに表示さ
れます。

組み込みプロパティ エディタを使用するには：
1

ツールバーの

組み込みエディタを使用 アイコンをクリックします。

選択したアイテム タイプの永続デフォルト表示モードはプロパティ エディタ ダイアログではなく組み込みエディタです。
2

アイテムを開くには、次のどちらかの方法を使用します。

♦ アイテムをダブルクリックします。
♦ アイテムを右クリックして、ショートカット メニューから プロパティ を選択します。
組み込みエディタで開いたそれぞれのアイテムは、アイテム ペインの下にある組み込みエディタ ペインのタブとして表示さ
れます。 それぞれのタブは、同じアイテム タイプや異なるタイプの固有のアイテム（およびバージョン）を表します。 同じ組
み込みエディタ ペインに異なるタイプのアイテムや同じアイテムの複数のバージョンを表示できます。
組み込みエディタを開くと、
ペインを切り替えできます。

詳細の表示 と

組み込みエディタの表示 アイコンで、詳細ペインと組み込みエディタ

アイテムを編集しているとき、アイテムの組み込みプロパティ エディタのタブとタイトル バーに、変更が保存されていないこ
とを示すアスタリスクが表示されます。 タイトル バーの右側にある、すべてのツールバー アイコンも有効になります（閉じ
る とすべて閉じる アイコンは常に有効）。 各アイテムの組み込みプロパティ エディタのツールバーには次のアイコンがあり
ます。
組み込みプロパティ エディタのツールバー アイコン

プロパティの比較 アイコンは組み込みプロパティ エディタに表示されたアイテムで変更が保存されていないときに有効です。 こ
のアイコンをクリックすると、[プロパティの比較] ダイアログが表示され、現在のセッション中でのアイテムに対する変更をレビューで
きます。 編集されたフィールドの元の値と新しい値が太字で表示されます。 このアイコンは組み込み APE エディタで現在利用できな
いことに注意してください。
保存して閉じる アイコンは組み込みプロパティ エディタに表示されたアイテムで変更が保存されていないときに有効です。 この
アイコンをクリックするとアイテムに対する変更を保存し、アイテムの組み込みエディタのタブを閉じます。
適用 アイコンは組み込みプロパティ エディタに表示されたアイテムで変更が保存されていないときに有効です。 このアイコンをク
リックするとアイテムに対する変更を保存しますが、アイテムの組み込みエディタのタブは開いたままです。
リセット アイコンは組み込みプロパティ エディタに表示されたアイテムで変更が保存されていないときに有効です。 このアイコン
をクリックすると現在のセッション中でのアイテムに対する変更を破棄し、アイテムの組み込みエディタのタブを開いたままにします。
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閉じる アイコンは常に有効です。 このアイコンをクリックすると、組み込みプロパティ エディタに表示されたアイテムを閉じます。
アイテムに対する変更を保存するかどうかを確認する画面が表示されます。 タブの [X] をクリックしてアイテムを閉じることもできま
す。
すべて閉じる アイコンは常に有効です。 このアイコンをクリックすると、すべての開いている組み込みエディタを閉じます。 アイテ
ムに対する変更を保存するかどうかを確認する画面が個別に表示されます。

組み込みエディタを表示するために詳細/組み込みエディタ ペインにアイテムをドラッグ アンド ドロップ
するには：
1

アイテムのペインから最初のアイテムを詳細/組み込みエディタ ペインにドラッグします。

2

引続きアイテムをアクティブなアイテムの組み込みエディタ タブのタイトルバーにドラッグします。

注: タイトルバーの右側にある有効なツールバーにアイテムをドロップできません。
選択アイテム タイプに対する現在の表示モードが組み込みエディタであるかどうかに関係なく、詳細/組み込みエディタ ペ
インにアイテムをドラッグ アンド ドロップできます。

組み込みエディタの標準表示と全画面表示を切り替えるには：
1

組み込みプロパティ エディタのタイトル バーをダブルクリックすると、全画面モードで表示します。

2

プロパティ エディタのタイトル バーをダブルクリックすると、標準表示に戻ります。

注: 詳細/組み込みエディタ ペインのサイズを変更すると、クライアントでは次回に表示ウィンドウを開いたときに同じ場所
に自動的にペインの区切りバーが表示されます。 詳細エディタまたは組み込みエディタを表示しているかどうかにより
この場所は変わります。
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レポートを作成およびデータをエクスポートする
StarTeam には、レポートを作成し、カスタマイズする機能、データを各種タイプのファイルにエクスポートする機能がありま
す。
このセクションの内容
データをエクスポートする
スプレッドシートなど他のアプリケーションで使用するためデータをエクスポートする方法を説明します。
ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
ファイル比較/マージからレポートを生成し、印刷する手順を説明します。
レポート テンプレートで使用されているフィールドをカスタマイズする
レポート テンプレートのフィールドをカスタマイズする方法を説明します。
レポート テンプレートをカスタマイズする
ユーザーのレポート テンプレートをカスタマイズする方法を説明します。
レポートを作成する
レポートを作成する方法を説明します。
レポートを印刷する
レポートを印刷する方法を説明します。
レポート出力パスを構成する
レポートの保存場所を構成する方法を説明します。
変更要求レポートをカスタマイズする
変更要求レポートをカスタマイズする方法を説明します。
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データをエクスポートする
エクスポートできるのは、上部ペインに表示されているデータの内、最大 60 列に制限されています。 データベースにも同
様に制限があります。 エクスポートされたデータを使用する予定のアプリケーションで、60 列すべてを使用可能かどうかを
確認してください。
エクスポートしたデータは、Microsoft Access、Microsoft Excel、または他のアプリケーションにインポートできます。

他のアプリケーションにインポートできるデータをエクスポートするには：
1

フォルダ ツリー からフォルダを選択し、上部ペインでコンポーネント タブを選択します。
上部ペインで特定のアイテムをエクスポートする場合は、特定のアイテムも選択します。

2

上部ペインで右クリックし、コンテキスト メニューから 詳細
注:

エクスポート... を選択します。

監査コンポーネントの場合のみ、コンテキスト メニューから エクスポート を選択します。

エクスポート ダイアログ ボックスが表示されます。
3

エクスポートするフィールドを 利用可能なフィールド リストから 以下のフィールドをこの順序で表示 リストに移動しま
す。
対象アプリケーションで表示する順序にフィールドを移動します。

4

エクスポート対象 グループ ボックスでエクスポートするアイテムを指定します。
上部ペインの選択アイテムまたはすべてのアイテムをエクスポートできます。

5

オプション グループボックスで必要なエクスポート オプションを選択します。

6

出力ファイル名 テキスト ボックスにパスとファイル名を入力する、または上書きする既存のファイルを参照します。
注:

.txt をファイル拡張子として使用する、またはインポートできる対象アプリケーションの別の拡張子
を使用します。 デフォルトでは、ファイルは、.txt 拡張子が指定されます。

7

OK をクリックしてエクスポート ファイルを生成します。

8

対象アプリケーションを開き、エクスポートしたファイルをインポートします。
必要な場合、レポートを印刷します。

関連概念
Datamart によるデータのエクスポート
関連参照
エクスポート ダイアログ ボックス オプション
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ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
この手順では、ファイル比較/マージ セッションから差分レポートを生成する方法を説明します。 ここでは、比較/マージ セ
ッションを実行しており、コミットしセッションを閉じる前に変更についてのレポートを生成すると仮定します。

ファイル比較/マージからレポートを生成するには：
1

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

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

2

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

3

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

4

生成 をクリックしてレポートをプレビューします。

5

保存 をクリックして、レポートの保存先を参照します。
選択したトランスフォーマの出力タイプ（フォーマット）で有効なファイル拡張子を選択し、保存 をクリックします。

6

レポート ダイアログ ボックスの 閉じる をクリックします。

注: ユーザーのレポートを印刷するには、適切なアプリケーション（テキスト エディタやブラウザなど）で開き、印刷します。
関連概念
ファイル比較/マージの概要
関連手順
ファイルを比較およびマージする
ファイル比較/マージ オプションを設定する
ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する
ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する
ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する
ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする
フォルダをマージする
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レポート テンプレートで使用されているフィールドをカスタマイズする
レポート テンプレートで指定されたフィールドを変更することにより、レポート内のフィールドを変更できます。 テンプレート
内で、それらのフィールドの内部識別子を使用して指定する必要があります。 この識別子は、通常の表示名（列見出し、ペ
インに表示される名前、およびレポート内での名前）とは異なります。
レポート テンプレート ファイルのフィールド名は、「~~」文字で区切られます。 たとえば、~~ReportTitle~~ は、x.Title レ
ポート テンプレートのすべてにあります。 Cross-Platform Client では、レポート ダイアログでレポート名として入力した任
意の値が、レポートのタイトルになります。
ヒント: すべてのフィールド表示名を確認するには、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 フィー
ルドの表示... を選択します。 フィールドの内部フィールド名を見つけるには、以下にリストされている「フィールド」参
照トピックをご覧ください。

レポート テンプレートのフィールドをカスタマイズするには：
1

ユーザーのテキスト エディタでレポート テンプレート ファイルを開きます。

2

標準 HTML ファイル規則に従ってファイルを編集します。

3

ファイルを保存します。
注:

この新しいフィールドを含む新しいレポート テンプレートを作成する場合は、新しいファイル名でファ
イルを保存します。 すべての関連するレポート テンプレート ファイルはファイル名のルートを同一
にして作成する必要があります。

たとえば、TopicsSummary.Group1 テンプレートには、次の行があります。
<TD WIDTH=450><FONT SIZE=”2”>~~Title~~</FONT></TD><TD WIDTH=0></TD>
<TD WIDTH=100><FONT SIZE=”2”>~~CreateUserID~~</FONT></TD><TD WIDTH=0></TD>
<TD WIDTH=120><FONT SIZE=”2”>~~CreatedTime~~</FONT></TD><TD WIDTH=0></TD>

このレポートに 読み取りステータス フィールドを追加する場合、その内部識別子が ReadStatus であることを知る必要が
あります。 その後、テンプレートに以下の行を追加できます。
<TD WIDTH=120><FONT SIZE=”2”>~~ReadStatus~~</FONT></TD><TD WIDTH=0></TD>

テンプレートにフィールドを指定した場合でも、そのフィールドがプロジェクト ビュー ウィンドウの上部ペインに列として表示
されていないときはスキップされる点に注意してください。 レポートを生成する前に、特定レポート用のフィルタを作成できま
す。
関連概念
レポート
関連手順
レポート テンプレートをカスタマイズする
フィルタを作成する
関連参照
フィールド
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レポート テンプレートをカスタマイズする
レポート テンプレートをカスタマイズできます。 テンプレートは、インストール時に指定したフォルダにあり、 Windows 版の
インストールでデフォルト パスを使用した場合は、レポート フォルダは、c:\Program Files\Borland\StarTeam CrossPlatform Client 2009\samples\details-templates\ です。 クライアントが異なる場合や異なる OS にインストールされ
たクライアントの場合は、インストール フォルダが変わるので注意してください。 場合により、テンプレートを複数のフォルダ
に置く必要があります。 テンプレートはすべて HTML 形式です。
カスタム テンプレートを作成中は、次の事項を留意してください。

♦ 通常のレポートは、複数のテンプレート ファイルで構成され、次の命名規則を使用します： <コンポーネント レポ

ート名.目的>。 たとえば、変更要求コンポーネント用のデフォルト レポートには次の 5 つのテンプレート ファイルが
あります： ChangeDefault.Name、ChangeDefault.Title、ChangeDefault.GrpInfo、ChangeDefault.Group1、
ChangeDefault.EndReport。

♦ 2 重チルド（~~）が、レポートでフィールド名の先に表示されます。 たとえば、ChangeDefault.Title や他の "Title"
テンプレート ファイルでは、フィールド名 ~~ReportTitle~~ が使用されます。

レポート テンプレートをカスタマイズするには：
1

レポート フォルダから、同じルート名のすべてのレポート テンプレート ファイルを別のルート名を使ったレポート フォル
ダにコピーします。
たとえば、ファイル コンポーネント用デフォルト レポートは、作成する新しいレポートにもっとも類似している場合、すべ
ての FileDefault.x テンプレート ファイルを FileMYREPORT.x などの名前を使用してコピーします。 この場合、
FileMYREPORT.Name、FileMYREPORT.Title などという名前の新しいファイルを作成します。 Cross-Platform Client で
は、新しいレポートが レポート ダイアログ ボックスに MYREPORT という名前で元の Default レポートとともに表示され
ます。

2

新しいレポート テンプレート ファイルを、好きなテキスト エディタもしくは HTML エディタで開き、編集します。
ヒント:

3

テンプレートを簡単に作成および編集するには、Microsoft Word97（または以降のバージョン）を
使用します。Word には自動 HTML ファイル生成機能が含まれています。

編集したレポート テンプレートを保存します。

関連概念
レポート
関連手順
レポート テンプレートで使用されているフィールドをカスタマイズする
関連参照
レポート テンプレート
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レポートを作成する
アプリケーションで作成したレポートには、上部ペインに表示されているデータのすべてまたは一部が表示されます。 レポ
ートはすべて .html 形式で生成されます。
注: StarTeam Datamart を使用してレポートを作成することもできます。 詳細は、"StarTeam Datamart User Guide.pdf" を
参照してください。

レポートを作成するには：
1

フォルダの階層からフォルダを選択します。

2

コンポーネント タブをクリックします。

3

コンポーネントまたはコンテキスト メニューから レポート... を選択します。 レポート ダイアログに、利用可能なレポー
ト リスト ボックスが表示されます。

4

利用可能なレポート リスト ボックスから、生成するレポートのタイプを選択します。

5

次のいずれかを行います。

♦ 上部ペインで選択されているアイテムのみを含めるには、選択したレポート オプション ボタンを選択します。
♦ 上部ペインに表示されているすべてのアイテムを含めるには、すべて選択 オプション ボタンを選択します。
6

出力ファイル名 テキスト ボックスに、レポート ファイル名のパスを入力するか選択ダイアログを使って入力します。
ファイルの拡張子には .htm または .html を使用してください。
注:

デフォルトでは、デフォルト レポートファイル名の規則は STReport<日付><英数字コード>.html
（たとえば、STReport2006-07-24T22-03-59Z.html）です。

7

レポートの名前を レポートのタイトル テキスト ボックスに入力します。

8

生成 をクリックしてレポートを画面で参照します。 Web ブラウザが開いて、レポートが表示されます。 さらに、前の手
順 6 で指定した場所にレポートが保存されます。

関連概念
レポート
Datamart によるデータのエクスポート
関連手順
レポート テンプレートをカスタマイズする
レポート出力パスを構成する
レポートを印刷する
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レポートを印刷する
レポートを印刷するには：
1

レポートを作成し、ブラウザに表示します。

2

ブラウザで右クリックし、コンテキスト メニューから 印刷 を選択します。

3

印刷 ダイアログ ボックスで印刷オプションを設定し、印刷 ボタンをクリックします。

関連概念
レポート
レポートを作成する
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レポート出力パスを構成する
作成したレポートを保存する場所をカスタマイズできます。 必要な場合は、レポートを作成する際に、別の場所を選択でき
ます。

レポート出力パスを設定するには：
1

メイン メニュー から ツール

2

ワークスペース タブを選択します。

3

レポート出力パス テキスト ボックスにパスを入力するか、参照します。 このパスが、作成されるすべてのレポートのデ
フォルト出力パスになります。
注:

4

個人用オプション... を選択します。 個人用オプション ダイアログが開きます。

レポート ダイアログ ボックスの 出力ファイル名 に指定したパスは、個人用オプション で指定され
たデフォルト レポート出力パスを上書きします。

OK をクリックします。

関連概念
レポート
関連手順
レポートを作成する
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変更要求レポートをカスタマイズする
変更要求のレポート機能を使用すると、さまざまなレポートを作成できます。 ここでは、一定期間に解決された変更要求の
レポートを作成する例を説明します。

指定した期間中に解決した変更要求のレポートを作成するには：
1

フォルダ ツリー でルート フォルダを選択します。

2

変更要求 タブを選択します。

3

変更要求

4

変更要求 タブで、CR 番号、ステータス、変更日時、変更者 フィールドが表示されます。

すべての子孫 を選択します。

変更要求のフィールドを表示する
5

これらのフィールドを含むクエリを定義し、データ範囲を指定します。
最初の 変更日時 を指定し、終了日時が現在の日付ではない場合、AND 演算子を使用して、終了 変更日時 を指定
します。
クエリを使用して変更要求を選択する

6

変更要求をソート、分類します。最初の基準 ドロップダウン リスト ボックスから ステータス を選択し、これを基準に分
類する チェック ボックスをオンにします。
変更要求をソートおよび分類する

7

ステータス: 解決 グループを選択します。

8

変更要求

レポート... を選択し、解決済み変更要求が表示されたレポートを作成します。

関連概念
変更要求
関連手順
変更要求で作業する
変更要求フィルタをカスタマイズする
データをフィルタリングする
関連参照
フィールド
変更要求

725

変更要求のフィールドを表示する
変更要求に対して表示するフィールドの種類を選択できます。

変更要求の特定フィールドを表示するには：
1

列見出しを右クリックし、コンテキスト メニューから フィールドの表示... を選択します。
フィールドの表示 ダイアログ ボックスが表示されます。

2

CR 番号、提出者、および他の適切なフィールドが 以下のフィールドをこの順序で表示 リストに表示されていることを
確認します。

3

OK をクリックします。

関連概念
変更要求
関連手順
変更要求レポートをカスタマイズする
クエリを作成する
変更要求で作業する
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クエリを使用して変更要求を選択する
単純または複合クエリを使用して、特定の基準を満たす変更要求を表示するように制限できます。

クエリを使用して変更要求を選択するには：
1

上部ペインで 変更要求 タブを選択します。

2

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。

3

クエリ ダイアログ ボックスで既存のクエリを選択します。

4

選択 をクリックしてクエリを変更要求リストに適用します。

5

「クエリを作成する」の手順に従い、新しいクエリを定義します。

関連概念
変更要求
クエリ
関連手順
変更要求レポートをカスタマイズする
クエリを作成する
変更要求で作業する
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変更要求をソートおよび分類する
特定の列のデータによって変更要求をソートする、または分類できます。

変更要求をソートまたは分類するには：
1

[変更要求] タブの列見出しをクリックすると、その列のデータに基づいて変更要求がソートされます。
注:

1 つの列のデータによってまず変更要求をソートまたは分類してから、別の列のデータを使う場合
は、次の手順を参照してください。 最大 4 レベルの基準で変更要求をソートまたは分類できます。

2

複数レベルで変更要求をソートまたは分類するには、列見出しを右クリックし、コンテキスト メニューから ソートと分
類... を選択します。 ソートと分類 ダイアログ ボックスが表示されます。

3

最初の基準 ドロップダウン リストから列のタイトルを選択します。

4

オプションで、この列のデータにより変更要求を分類するには、これを基準に分類する チェック ボックスをオンにしま
す。
これを基準に分類する チェック ボックスをオンにすると、変更要求は入れ子のリストで分類されるので、各グループで
変更要求を表示するために掘り下げる必要があります。 これを基準に分類する チェック ボックスをオフにすると、変
更要求は 変更要求 タブにすべて表示され、ソートと分類 ダイアログ ボックスでの選択オプションによりソートされてい
ます。
注:

デフォルトで、列データは内部キーまたは順序に基づいてソートまたは分類されます。 ソートのオプ
ション... ボタンを使用して、テキストとして（オプションで大文字と小文字を区別）データをソートまた
は分類するように選択できます。

5

手順 3 と 4 を繰り返し、最大 4 レベルでソート順、または分類を定義します。

6

OK をクリックします。

関連概念
変更要求
関連手順
変更要求レポートをカスタマイズする
クエリを作成する
変更要求で作業する
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レポートをカスタマイズする
変更要求と比較/マージ レポートをカスタマイズし、レポート テンプレートとテンプレートのフィールドを変更できます。
このセクションの内容
レポート テンプレートで使用されているフィールドをカスタマイズする
レポート テンプレートのフィールドをカスタマイズする方法を説明します。
レポート テンプレートをカスタマイズする
ユーザーのレポート テンプレートをカスタマイズする方法を説明します。
変更要求レポートをカスタマイズする
変更要求レポートをカスタマイズする方法を説明します。
比較レポートとマージ レポートをカスタマイズする
比較/マージ セッションからレポートを生成するためにカスタマイズされたレポート トランスフォーマを使用する方
法を説明します。
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レポート テンプレートで使用されているフィールドをカスタマイズする
レポート テンプレートで指定されたフィールドを変更することにより、レポート内のフィールドを変更できます。 テンプレート
内で、それらのフィールドの内部識別子を使用して指定する必要があります。 この識別子は、通常の表示名（列見出し、ペ
インに表示される名前、およびレポート内での名前）とは異なります。
レポート テンプレート ファイルのフィールド名は、「~~」文字で区切られます。 たとえば、~~ReportTitle~~ は、x.Title レ
ポート テンプレートのすべてにあります。 Cross-Platform Client では、レポート ダイアログでレポート名として入力した任
意の値が、レポートのタイトルになります。
ヒント: すべてのフィールド表示名を確認するには、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 フィー
ルドの表示... を選択します。 フィールドの内部フィールド名を見つけるには、以下にリストされている「フィールド」参
照トピックをご覧ください。

レポート テンプレートのフィールドをカスタマイズするには：
1

ユーザーのテキスト エディタでレポート テンプレート ファイルを開きます。

2

標準 HTML ファイル規則に従ってファイルを編集します。

3

ファイルを保存します。
注:

この新しいフィールドを含む新しいレポート テンプレートを作成する場合は、新しいファイル名でファ
イルを保存します。 すべての関連するレポート テンプレート ファイルはファイル名のルートを同一
にして作成する必要があります。

たとえば、TopicsSummary.Group1 テンプレートには、次の行があります。
<TD WIDTH=450><FONT SIZE=”2”>~~Title~~</FONT></TD><TD WIDTH=0></TD>
<TD WIDTH=100><FONT SIZE=”2”>~~CreateUserID~~</FONT></TD><TD WIDTH=0></TD>
<TD WIDTH=120><FONT SIZE=”2”>~~CreatedTime~~</FONT></TD><TD WIDTH=0></TD>

このレポートに 読み取りステータス フィールドを追加する場合、その内部識別子が ReadStatus であることを知る必要が
あります。 その後、テンプレートに以下の行を追加できます。
<TD WIDTH=120><FONT SIZE=”2”>~~ReadStatus~~</FONT></TD><TD WIDTH=0></TD>

テンプレートにフィールドを指定した場合でも、そのフィールドがプロジェクト ビュー ウィンドウの上部ペインに列として表示
されていないときはスキップされる点に注意してください。 レポートを生成する前に、特定レポート用のフィルタを作成できま
す。
関連概念
レポート
関連手順
レポート テンプレートをカスタマイズする
フィルタを作成する
関連参照
フィールド
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レポート テンプレートをカスタマイズする
レポート テンプレートをカスタマイズできます。 テンプレートは、インストール時に指定したフォルダにあり、 Windows 版の
インストールでデフォルト パスを使用した場合は、レポート フォルダは、c:\Program Files\Borland\StarTeam CrossPlatform Client 2009\samples\details-templates\ です。 クライアントが異なる場合や異なる OS にインストールされ
たクライアントの場合は、インストール フォルダが変わるので注意してください。 場合により、テンプレートを複数のフォルダ
に置く必要があります。 テンプレートはすべて HTML 形式です。
カスタム テンプレートを作成中は、次の事項を留意してください。

♦ 通常のレポートは、複数のテンプレート ファイルで構成され、次の命名規則を使用します： <コンポーネント レポ

ート名.目的>。 たとえば、変更要求コンポーネント用のデフォルト レポートには次の 5 つのテンプレート ファイルが
あります： ChangeDefault.Name、ChangeDefault.Title、ChangeDefault.GrpInfo、ChangeDefault.Group1、
ChangeDefault.EndReport。

♦ 2 重チルド（~~）が、レポートでフィールド名の先に表示されます。 たとえば、ChangeDefault.Title や他の "Title"
テンプレート ファイルでは、フィールド名 ~~ReportTitle~~ が使用されます。

レポート テンプレートをカスタマイズするには：
1

レポート フォルダから、同じルート名のすべてのレポート テンプレート ファイルを別のルート名を使ったレポート フォル
ダにコピーします。
たとえば、ファイル コンポーネント用デフォルト レポートは、作成する新しいレポートにもっとも類似している場合、すべ
ての FileDefault.x テンプレート ファイルを FileMYREPORT.x などの名前を使用してコピーします。 この場合、
FileMYREPORT.Name、FileMYREPORT.Title などという名前の新しいファイルを作成します。 Cross-Platform Client で
は、新しいレポートが レポート ダイアログ ボックスに MYREPORT という名前で元の Default レポートとともに表示され
ます。

2

新しいレポート テンプレート ファイルを、好きなテキスト エディタもしくは HTML エディタで開き、編集します。
ヒント:

3

テンプレートを簡単に作成および編集するには、Microsoft Word97（または以降のバージョン）を
使用します。Word には自動 HTML ファイル生成機能が含まれています。

編集したレポート テンプレートを保存します。

関連概念
レポート
関連手順
レポート テンプレートで使用されているフィールドをカスタマイズする
関連参照
レポート テンプレート
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変更要求レポートをカスタマイズする
変更要求のレポート機能を使用すると、さまざまなレポートを作成できます。 ここでは、一定期間に解決された変更要求の
レポートを作成する例を説明します。

指定した期間中に解決した変更要求のレポートを作成するには：
1

フォルダ ツリー でルート フォルダを選択します。

2

変更要求 タブを選択します。

3

変更要求

4

変更要求 タブで、CR 番号、ステータス、変更日時、変更者 フィールドが表示されます。

すべての子孫 を選択します。

変更要求のフィールドを表示する
5

これらのフィールドを含むクエリを定義し、データ範囲を指定します。
最初の 変更日時 を指定し、終了日時が現在の日付ではない場合、AND 演算子を使用して、終了 変更日時 を指定
します。
クエリを使用して変更要求を選択する

6

変更要求をソート、分類します。最初の基準 ドロップダウン リスト ボックスから ステータス を選択し、これを基準に分
類する チェック ボックスをオンにします。
変更要求をソートおよび分類する

7

ステータス: 解決 グループを選択します。

8

変更要求

レポート... を選択し、解決済み変更要求が表示されたレポートを作成します。

関連概念
変更要求
関連手順
変更要求で作業する
変更要求フィルタをカスタマイズする
データをフィルタリングする
関連参照
フィールド
変更要求
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変更要求のフィールドを表示する
変更要求に対して表示するフィールドの種類を選択できます。

変更要求の特定フィールドを表示するには：
1

列見出しを右クリックし、コンテキスト メニューから フィールドの表示... を選択します。
フィールドの表示 ダイアログ ボックスが表示されます。

2

CR 番号、提出者、および他の適切なフィールドが 以下のフィールドをこの順序で表示 リストに表示されていることを
確認します。

3

OK をクリックします。

関連概念
変更要求
関連手順
変更要求レポートをカスタマイズする
クエリを作成する
変更要求で作業する
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クエリを使用して変更要求を選択する
単純または複合クエリを使用して、特定の基準を満たす変更要求を表示するように制限できます。

クエリを使用して変更要求を選択するには：
1

上部ペインで 変更要求 タブを選択します。

2

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。

3

クエリ ダイアログ ボックスで既存のクエリを選択します。

4

選択 をクリックしてクエリを変更要求リストに適用します。

5

「クエリを作成する」の手順に従い、新しいクエリを定義します。

関連概念
変更要求
クエリ
関連手順
変更要求レポートをカスタマイズする
クエリを作成する
変更要求で作業する
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変更要求をソートおよび分類する
特定の列のデータによって変更要求をソートする、または分類できます。

変更要求をソートまたは分類するには：
1

[変更要求] タブの列見出しをクリックすると、その列のデータに基づいて変更要求がソートされます。
注:

1 つの列のデータによってまず変更要求をソートまたは分類してから、別の列のデータを使う場合
は、次の手順を参照してください。 最大 4 レベルの基準で変更要求をソートまたは分類できます。

2

複数レベルで変更要求をソートまたは分類するには、列見出しを右クリックし、コンテキスト メニューから ソートと分
類... を選択します。 ソートと分類 ダイアログ ボックスが表示されます。

3

最初の基準 ドロップダウン リストから列のタイトルを選択します。

4

オプションで、この列のデータにより変更要求を分類するには、これを基準に分類する チェック ボックスをオンにしま
す。
これを基準に分類する チェック ボックスをオンにすると、変更要求は入れ子のリストで分類されるので、各グループで
変更要求を表示するために掘り下げる必要があります。 これを基準に分類する チェック ボックスをオフにすると、変
更要求は 変更要求 タブにすべて表示され、ソートと分類 ダイアログ ボックスでの選択オプションによりソートされてい
ます。
注:

デフォルトで、列データは内部キーまたは順序に基づいてソートまたは分類されます。 ソートのオプ
ション... ボタンを使用して、テキストとして（オプションで大文字と小文字を区別）データをソートまた
は分類するように選択できます。

5

手順 3 と 4 を繰り返し、最大 4 レベルでソート順、または分類を定義します。

6

OK をクリックします。

関連概念
変更要求
関連手順
変更要求レポートをカスタマイズする
クエリを作成する
変更要求で作業する
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比較レポートとマージ レポートをカスタマイズする
この手順では、カスタマイズされたレポート トランスフォーマを使用する方法を説明します (.xsl スタイルシート）。 レポー
ト トランスフォーマを作成するためにテンプレートとして使用する .xsl スタイルシートを作成する方法を理解する、または
別のユーザーが作成したスタイルシートにアクセスする必要があります。

カスタム .xsl 変換スタイルシートを使用するには：
1

ファイル比較/マージ ウィンドウで、ツール
します。

オプション... を選択し、ファイル比較 または フォルダ比較 ノードを展開

レポート トランスフォーマ ページを選択します。
2

追加... をクリックして、レポート トランスフォーマの構成 ダイアログ ボックスを開きます。

3

レポート トランスフォーマの名前を入力し、出力形式 ドロップダウン リストから生成するレポートのタイプを選択しま
す。

4

XSL テンプレートの選択... をクリックし、ユーザーのカスタム .xsl スタイルシートを参照します。
レポート トランスフォーマの構成 ダイアログ ボックスの編集ボックスでスタイルシートを変更できます。 ファイルを変更
する場合は、XSL テンプレートの保存... をクリックして .xsl 拡張子を保存します。

5

OK をクリックして、レポート トランスフォーマの構成 ダイアログ ボックスを閉じ、ファイル比較/マージ オプション ダイ
アログ ボックスに戻ります。
ユーザーの新しいレポート トランスフォーマは、ビュー比較/マージ セッションでレポートを生成するときに開く、レポー
ト ダイアログ ボックスの利用可能なレポート トランスフォーマ リストに追加されます。

関連手順
ビューを比較およびマージする
ソース ビューおよびターゲット ビューの選択アイテムを比較する
ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
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グラフを作成する
グラフの作成に関連するタスクについて説明します。
このセクションの内容
グラフ タイトルをカスタマイズする
グラフのタイトルを変更する方法を説明します。
グラフ タイプを選択する
グラフ ウィンドウでグラフ タイプを選択する方法を説明します。
グラフの色を設定する
グラフで系列データの色を変更する方法を説明します。
グラフを画像としてエクスポートする
グラフを画像としてエクスポートする方法を説明します。
グラフを表示する
グラフでデータを表示する各種方法を説明します。
分配グラフを作成する
上部ペインのデータから分配グラフを作成する方法を説明します。
単純グラフを生成する
上部ペインのデータから単純グラフを生成する方法を説明します。
時系列グラフを作成する
上部ペインのデータから時系列グラフを作成する方法を説明します。
相関グラフを作成する
上部ペインのデータから相関グラフを作成する方法を説明します。
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グラフ タイトルをカスタマイズする
グラフを作成すると、グラフの上下、左右にタイトルを入力できます。 これらのタイトルは、全体のタイトルにも座標軸の名
前にもなります。

グラフのタイトルを作成/編集するには：
1

グラフ ウィンドウ ツールバーの タイトルの編集 ボタンをクリックします。

2

上、左、右、または 下 テキスト ボックスに入力またはその内容を編集します。

3

適用 をクリックして変更を適用し、ダイアログ ボックスを開いたままにする、または OK をクリックして、ダイアログ ボッ
クスを閉じます。

関連手順
単純グラフを生成する
分配グラフを作成する
相関グラフを作成する
時系列グラフを作成する
グラフを表示する
データをソートおよび分類する
グラフ タイプを選択する
グラフを画像としてエクスポートする
グラフの色を設定する
関連参照
グラフ
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グラフ タイプを選択する
一度、グラフを生成したら、グラフ ウィンドウが開き、デフォルトのグラフ タイプが表示されます。 別のグラフの種類を選択
できます。

グラフの種類を変更するには：
1

ユーザーのグラフを生成します。

2

グラフ ウィンドウで、別のグラフのタイプをツールバーのドロップダウン リストから選択します。

関連手順
単純グラフを生成する
分配グラフを作成する
相関グラフを作成する
時系列グラフを作成する
グラフを表示する
グラフを画像としてエクスポートする
グラフの色を設定する
グラフ タイトルをカスタマイズする
関連参照
グラフ
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グラフの色を設定する
StarTeam グラフ ウィンドウで系列データの色を制御できます。

系列データの色を変更するには：
1

グラフ ウィンドウ ツールバーの 色の編集 ボタンをクリックします。
色の編集 ダイアログ ボックスが表示されます。

2

作成した色を使用する チェックボックスをオンにします。

3

リストから系列を選択し、編集 をクリックします。
注:

一度に 1 つの系列のみを編集できます。

4

色の選択 ダイアログ ボックスで、カラー サンプル、HSB 値、RGB 値を使用して系列用の色を選択します。

5

了解 をクリックして 色の編集 ダイアログ ボックスに戻ります。

6

別のデータ系列を選択して、色を編集します。

7

[OK] をクリックして変更を適用し、色の編集 ダイアログ ボックスを終了します。

関連手順
単純グラフを生成する
分配グラフを作成する
相関グラフを作成する
時系列グラフを作成する
グラフを表示する
データをソートおよび分類する
グラフ タイプを選択する
グラフを画像としてエクスポートする
グラフ タイトルをカスタマイズする
関連参照
グラフ
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グラフを画像としてエクスポートする
グラフを .jpg 画像として グラフ ウィンドウからエクスポートできます。

グラフを画像としてエクスポート（保存）するには：
1

グラフ ウィンドウ ツールバーの グラフを名前を付けて保存 ボタンをクリックします。

2

名前を付けて保存 ダイアログ ボックスで、ファイルの名前を入力します。

3

.jpg ファイルの保存するパスを入力または参照して指定します。

4

保存 をクリックします。

関連手順
グラフを表示する
単純グラフを生成する
分配グラフを作成する
相関グラフを作成する
時系列グラフを作成する
グラフ タイプを選択する
グラフの色を設定する
グラフ タイトルをカスタマイズする
関連参照
グラフ
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グラフを表示する
StarTeam グラフ ウィンドウは、デフォルトで、グラフの大半を 3D で表示します。ただし、3D/2D 表示を切り替えるオプショ
ンもあります。 3D 表示できるグラフはすべて拡大および縮小表示と X、Y、Z 軸を中心として回転できます。 2D 表示の大
半のグラフに対しては、ズームや回転操作はできません。
グラフ表示の他のオプションには、凡例の表示、水平または垂直グリッドの表示があります。
以下のオプションが含まれます。

♦ グラフの 3D または 2D 表示
♦ グラフを拡大および縮小する
♦ グラフを回転する
♦ グラフに凡例を表示する
♦ グラフに水平または垂直グリッドを表示する

3D グラフと 2D グラフを切り替えるには：
1

グラフを生成すると、グラフ ウィンドウに表示されます。

2

グラフ ウィンドウ ツールバーの 3D 表示のオン/オフ ボタンをクリックします。

3

3D グラフに戻るには、3D 表示のオン/オフ ボタンをクリックします。

グラフを拡大するには：
1

グラフを生成すると、グラフ ウィンドウに表示されます。

2

選択したグラフ タイプがビュー内で拡大と縮小が可能であることを確認します。
注:

3

グラフが拡大と縮小が可能であるか確認するには、下のリンクの参照トピック「デフォルト グラフ表
示とズーム/回転機能」をご覧ください。

グラフ上で CTRL キーを押しながら、マウスの左ボタンをクリックしてマウスを左から右に動かすと、拡大され、逆では
縮小します。

グラフを回転するには：
1

グラフを生成すると、グラフ ウィンドウに表示されます。

2

選択したグラフ タイプがビュー内で回転が可能であることを確認します。
注:

グラフを回転できるか確認するには、下のリンクの参照トピック「デフォルト グラフ表示とズーム/回
転機能」をご覧ください。

グラフの基になっているグラフ データの表を表示するには：
1

グラフを生成すると、グラフ ウィンドウに表示されます。

2

グラフ ウィンドウ ツールバーの 表の表示/非表示 ボタンをクリックします。
凡例エントリが縦に、各ファイル エントリのグラフ値が横に配列されたマトリックスにグラフ データが表示されます。
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3

表の表示/非表示 ボタンを再度クリックするとグラフ表示に戻ります。

グラフに凡例を表示するには：
1

グラフを生成すると、グラフ ウィンドウに表示されます。

2

グラフ ウィンドウ ツールバーの 凡例の表示/非表示 ボタンをクリックします。
デフォルトでは凡例が表示されているので、凡例が表示されなくなります。

3

凡例を表示するには、再度 凡例の表示/非表示 をクリックします。

グラフに水平または垂直グリッドを表示するには：
1

グラフを生成すると、グラフ ウィンドウに表示されます。

2

ツールバーの 水平グリッド ボタンまたは 垂直グリッド ボタンをクリックします。
デフォルトでは、垂直グリッドと水平グリッド線は表示されているので、クリックするとグリッドが表示されなくなります。

3

水平グリッド または 垂直グリッド を再度クリックすると、グラフ表示にグリッド線が再び追加されます。

関連手順
単純グラフを生成する
分配グラフを作成する
相関グラフを作成する
時系列グラフを作成する
データをソートおよび分類する
グラフ タイプを選択する
グラフを画像としてエクスポートする
グラフの色を設定する
グラフ タイトルをカスタマイズする
関連参照
グラフ
グラフのデフォルト表示とズーム/回転機能
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分配グラフを作成する
上部ペインでデータを選び出して、表示するデータのみをグラフに表示できます。 さらに、選び出したデータから特定アイテ
ムを選択して、グラフに表示できます。 上部ペインには、最高 60 のフィールドを表示できます。
この手順では、上部ペインで分類されたアイテムから分配グラフを生成する方法を説明します。 分配グラフは、パイ チャー
トの一種です。 各くさび形領域は、各グループが全体に占める割合を示します。
注: 監査エントリに対しては、分配グラフまたは時系列グラフのみ生成できます。

分配グラフを生成するには：
1

上部ペインでグラフを生成するアイテムを含むタブを選択します： ファイル、変更要求、要件、タスク、トピック、監査 ま
たは フォルダ があります。

2

上部ペインの選択したタブでデータをソートや分類します。

3

上部ペインで右クリックし、グラフ

分配... を選択します。

分配グラフ ダイアログ ボックスが開きます。
4

グラフの名前を グラフ名 テキスト ボックスに入力します。

5

グラフを生成するために使用するデータを選択します。
上部ペインでグラフ対象として特定のアイテムを選択している場合は、現在の選択内容 を選択します。 特定のアイテ
ムを選択していない場合は、すべて選択 を選択します。

6

[ページの印刷方向] で用紙の向きを 縦 と 横 から選択します。

7

OK をクリックするとグラフが表示されます。

注: グラフにデータが多すぎて読み取りが難しい場合は、グラフ ウィンドウのサイズを拡大、またはグラフのアイテム数を
減らします。
関連手順
グラフを表示する
データをソートおよび分類する
グラフ タイプを選択する
グラフを画像としてエクスポートする
グラフの色を設定する
グラフ タイトルをカスタマイズする
関連参照
グラフ
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単純グラフを生成する
この手順では、上部ペインに表示されているアイテム データから単純グラフを生成する方法を説明します。 単純グラフは、
デフォルトでは列フォーマットで表示します。 ただしグラフ ユーティリティによりユーザーは単純グラフを各種フォーマットで
表示できます。
上部ペインでデータを選び出して、表示するデータのみをグラフに表示できます。 さらに、選び出したデータから特定アイテ
ムを選択して、グラフに表示できます。 上部ペインには、最高 60 のフィールドを表示できます。
注: 監査エントリに対しては、分配グラフまたは時系列グラフのみ生成できます。

単純グラフを生成するには：
1

上部ペインでグラフを生成するアイテムを含むタブを選択します： ファイル、変更要求、要件、タスク、トピック、監査 ま
たは フォルダ があります。

2

オプションで、グラフを生成する特定のアイテムを選択します。

3

上部ペインで右クリックし、グラフ

単純... を選択します。

単純グラフ ダイアログ ボックスが開きます。
4

グラフの名前を グラフ名 テキスト ボックスに入力します。

5

系列 リスト ボックスから（複数）フィールドを選択します。
複数のフィールドを選択するには、CTRL を押しながらクリック、または SHIFT を押しながら矢印キーを使用します。 ダ
イアログ ボックスではグラフ化できる上部ペインのフィールドがリスト表示されます。 上部ペインには、最高 60 のフィ
ールドを表示できます。
注:

6

[系列] リスト ボックスには、数字ベースのフィールドのみ含むことができます。 [系列] リスト ボック
スへフィールドを追加するには、数字ベースのフィールドを図にしたいビュー/タブに含める必要が
あります。

グラフを生成するために使用するデータを選択します。
上部ペインでグラフ対象として特定のアイテムを選択している場合は、現在の選択内容 を選択します。 特定のアイテ
ムを選択していない場合は、すべて選択 を選択します。

7

[ページの印刷方向] で用紙の向きを 縦 と 横 から選択します。

8

OK をクリックするとグラフが表示されます。

注: グラフにデータが多すぎて読み取りが難しい場合は、グラフ ウィンドウのサイズを拡大、またはグラフのアイテム数を
減らします。
関連手順
グラフを表示する
データをソートおよび分類する
グラフ タイプを選択する
グラフを画像としてエクスポートする
グラフの色を設定する
グラフ タイトルをカスタマイズする
関連参照
グラフ
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時系列グラフを作成する
この手順では、上部ペインに表示されたアイテム データから時系列グラフを生成する方法を説明します。 時系列グラフは
線グラフの一種で、指定された日時フィールドに同じ日、週、あるいは月が設定されているアイテムの数を示します。
上部ペインでデータを選び出して、表示するデータのみをグラフに表示できます。 さらに、選び出したデータから特定アイテ
ムを選択して、グラフに表示できます。 上部ペインには、最高 60 のフィールドを表示できます。

時系列グラフを生成するには：
1

上部ペインでグラフを生成するアイテムを含むコンポーネント タブを選択します。
すべてのアイテム タイムに対して時系列グラフを生成できます。
注:

時系列グラフは、時間/日付フィールドを基に作成されます。 上部ペインに時刻/日付関連フィール
ドが表示されていなければ、アプリケーションはエラー メッセージを表示します。 このエラーを回避
するには、時刻/日付フィールドを上部ペインの列に追加します。

2

オプションでグラフを生成する特定のアイテムを選択します。

3

上部ペインで右クリックし、グラフ

4

グラフの名前を グラフ名 テキスト ボックスに入力します。

5

追跡頻度 から 毎日、毎週、毎月 を選択します。

6

時系列 リスト ボックスからフィールド（複数可）を選択します。

7

すべての必要な追加オプションのチェック ボックスをオンにします。

時系列... を選択し、時系列グラフ ダイアログ ボックスを開きます。

日付の範囲を指定し（期間を限定する）、累積アイテムを表示し（累積合計）、またはグラフにすべてのデータ範囲を含
める（示されていない日付も含める）ことができます。
8

グラフを生成するために使用するデータを選択します。
上部ペインでグラフ対象として特定のアイテムを選択している場合は、現在の選択内容 を選択します。 特定のアイテ
ムを選択していない場合は、すべて選択 を選択します。

9

[ページの印刷方向] で用紙の向きを 縦 または 横 から選択して、OK をクリックするとグラフが表示されます。

注: グラフにデータが多すぎて読み取りが難しい場合は、グラフ ウィンドウのサイズを拡大、またはグラフのアイテム数を
減らします。
関連手順
グラフを表示する
データをソートおよび分類する
グラフ タイプを選択する
グラフを画像としてエクスポートする
グラフの色を設定する
グラフ タイトルをカスタマイズする
関連参照
グラフ
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相関グラフを作成する
この手順では、上部ペインのアイテム データから相関グラフを生成する方法を説明します。 相関グラフは、X 軸と Y 軸に
指定したフィールドに基づいて散布図を表示します。
上部ペインでデータを選び出して、表示するデータのみをグラフに表示できます。 さらに、選び出したデータから特定アイテ
ムを選択して、グラフに表示できます。 上部ペインには、最高 60 のフィールドを表示できます。
注: 監査エントリに対しては、分配グラフまたは時系列グラフのみ生成できます。

相関グラフを生成するには：
1

上部ペインでグラフを生成するアイテムを含むタブを選択します： ファイル、変更要求、要件、タスク、トピック、監査 ま
たは フォルダ があります。

2

オプションで、グラフを生成する特定のアイテムを選択します。

3

上部ペインで右クリックし、グラフ

4

グラフの名前を グラフ名 テキスト ボックスに入力します。

5

X 座標 リスト ボックスから一方の座標軸ラベルを、Y 座標 リスト ボックスからもう一方の座標軸ラベルを選択します。
注:

相関... を選択し、相関グラフ ダイアログ ボックスを開きます。

両座標リスト ボックスに、座標軸として使用できるフィールド名（上部ペインにも表示）が表示されま
す。 上部ペインには、最高 60 のフィールドを表示できます。

6

[ページの印刷方向] で用紙の向きを縦 と 横 から選択します。

7

OK をクリックするとグラフが表示されます。

注: グラフにデータが多すぎて読み取りが難しい場合は、グラフ ウィンドウのサイズを拡大、またはグラフのアイテム数を
減らします。
関連手順
グラフを表示する
データをソートおよび分類する
グラフ タイプを選択する
グラフを画像としてエクスポートする
グラフの色を設定する
グラフ タイトルをカスタマイズする
関連参照
グラフ
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ショートカットおよび URL からプロジェクトおよびアイテムにアクセスする
ショートカットや URL を使用してプロジェクトやアイテムにアクセスする関連タスクについて説明します。
このセクションの内容
URL をコピーする、および開く
StarTeam プロジェクト、ビュー、フォルダ、またはアイテムへの URL を開く、およびコピーする方法を説明します。
ショートカットを作成する
アイテムへのショートカットを保存する方法を説明します。
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URL をコピーする、および開く
StarTeam クライアントで、プロジェクト、ビュー、フォルダ、ビュー外のフォルダおよびアイテムを URL ショートカットからを開
くことができます。 これによって、ユーザーはプロジェクト内の特定の場所にすばやくアクセスできます。 また、URL をクリッ
プボードにコピーすれば、その内容を簡単に適切なアプリケーション（電子メール クライアントなど）やドキュメントに移すこ
とができます。
他の URL と同様に、StarTeam URL にも接続先のサーバーの名前が含まれています。 組織によっては、インターネットと
企業内イントラネットの両方から StarTeam Server にアクセスできる場合があります。 このような場合、1 台のサーバーが
2 つの異なる IP アドレスを持っています。 ユーザーが、サーバーを参照するためのサーバー リストを、DNS 名ではなく IP
アドレスで設定している場合、そのクライアントによって生成された URL は、その IP アドレスが存在するネットワークからし
か利用できません。
URL 表示は、ユーザーの 個人用オプション の設定で変更できます。
注: StarTeam ショートカットでは、ファイル拡張子として .stx を使用します。 保存されたビュー比較/マージ セッションへの
ショートカットの場合、.vcmx と .vcms を使用します。

URL をクリップボードにコピーするには：
1

上部ペインで（複数の）アイテムを選択します。

2

選択したアイテムを右クリックして、URL をクリップボードにコピー を選択します。
この操作によって、選択されているアイテムへのプレーンテキストバージョンの URL と HTML 形式のリンクがクリップ
ボードにコピーされます。 クリップボードから、選択したアプリケーションにこの URL を貼り付けることができます。

3

選択したアプリケーションに URL を貼り付けます。
注:

URL をクリップボードにコピーする操作は、1 つ以上のアイテムをリストペインまたはフォルダ ツリ
ーからアプリケーションにドラッグする操作と等価です。 ただし、すべてのアプリケーションが HTML
形式での貼り付けをサポートしているとは限りません。Word、Excel、Outlook は HTML データをサ
ポートしています。

URL を開くには：
1

プロジェクト

2

StarTeam URL を開く ダイアログ ボックスで、プロジェクト、ビュー、フォルダ、またはアイテムへの有効な URL を入力
します。

StarTeam URL を開く... を選択します。

たとえば、次のように入力します： starteam:/<ホスト名>:49201/myproject

♦ プロジェクトを参照する URL の場合は、そのプロジェクトのデフォルトのビューが開きます。
♦ ビューまたはフォルダを参照する URL の場合は、そのビューまたはフォルダが開きます。
♦ アイテムを参照する URL の場合は、そのアイテムのビューが開きます。フォルダ ツリーでは、そのアイテムの親

フォルダが選択されます。そのアイテム タイプが選択され、上部ペインのアイテム リストまたはツリーでは、その
アイテムそのものが選択されます。

ヒント: 電子メールや他のアプリケーションで StarTeam URL リンクをダブルクリックすると、StarTeam が開き、特定のプロ
ジェクト、ビュー、またはアイテムが表示されます。 Windows のエクスプローラでは、StarTeam リンクは、小さい
StarTeam アイコンで表示され、ダブルクリックして開くことができます。
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関連手順
保存またはエクスポートされたビュー比較/マージ セッションを開く
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ショートカットを作成する
簡単に追跡しているアイテムにアクセスするため、デスクトップにそれらのアイテムへのショートカットを保存できます。 ショ
ートカットを開くとアプリケーションが起動し、そのショートカットが作成された時点の構成でプロジェクト ビューが開き、その
アイテムの プロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。

アイテムへのショートカットを保存するには：
1

フォルダ ツリー からフォルダを選択します。

2

対象のコンポーネント タブを選択します。

3

上部ペインでアイテムを右クリックし、ショートカットを保存... を選択します。
この操作で、名前を付けて保存 ダイアログ ボックスが表示されます。

4

デフォルト名を使用しない場合は、ファイル名 テキスト ボックスにショートカットの名前を入力します。
.stx 拡張子を削除しないように注意してください。

5

ショートカットを保存する場所（通常はデスクトップ）を選択し、[保存] をクリックします。

注: 保存したショートカットからアイテムを開くには、ショートカット ファイル（.stx）をダブルクリックします。
関連概念
プロジェクトの概要
関連手順
ファイルをプロジェクトに追加する
プロジェクトをショートカットとして保存する
プロジェクトをショートカットで開く
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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
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。
ファイル比較/マージの参照
ファイル比較/マージの参照です。
ビュー比較/マージ
StarTeam のビュー比較/マージに関連する参照情報を提供します。
Cross-Platform Client メニュー
このセクションでは、StarTeam Cross-Platform Client のメニュー コマンドに関する参照情報を提供します。
カスタマイズ
カスタマイズに関する参照情報を提供します。
キーボード ショートカット
キーボード ショートカットの一覧を用いて、それに関連するトピックを説明します。
プロジェクト、フォルダ、アイテムのプロパティ
このセクションでは、すべての種類のアイテムに対し、プロパティの詳細を説明します。
変更要求
変更要求に関する参照情報を提供します。
グラフ
このセクションでは、グラフに関する参照情報を提供します。
エクスポート
アイテムのエクスポート用オプションを説明します。
フィールド
それぞれのコンポーネント タブの上部ペインに表示されるフィールドと、クエリで使用する関係演算子を一覧にして
詳しく説明します。
ファイル ステータス
ファイルのステータス、およびそれがチェックイン、チェックアウトにどのような影響を及ぼすのかを説明します。
フィルタの参照トピック
フィルタに関連する参照情報を提供します。
リンク
このセクションには、リンクに関連する UI の概要トピックがあります。
クエリ
クエリに関連する参照情報を提供します。
レポート
レポートとレポート テンプレートに関連した参照情報を提供します。
個人用オプション設定
[個人用オプション] ダイアログ ボックスの設定について説明します。
ビュー
ビューの作成および設定についての説明をします。
監査ログ イベント
監査ログに記録されるイベントを一覧表示します。
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共通オプションの一覧
各 StarTeam コンポーネントで実行できる操作を要約して説明します。
StarTeam キーワード一覧
キーワード展開で使用するキーワードの一覧を示します。
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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。
変更パッケージのアクセス権
[プロジェクト] メニューおよび [ビュー] メニューの、[アクセス権...] から設定可能な、変更パッケージ アイテムのア
クセス権について説明します。
外部リンクのアクセス権
[プロジェクト] メニューおよび [ビュー] メニューの、[アクセス権...] から設定可能な、外部リンク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。
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。
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。
この特権は、現時点ではサポートされていません。
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。
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。
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。

[オブジェクトのプロパティの変更]

[オブジェクトの削除]

[オブジェクトの完全削除（永久に削除されます）]
[オブジェクトのセキュリティ設定の変更]

[オブジェクトの作成とコンテナへの格納]

[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]

関連参照
アクセス権と特権
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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]
[統計およびライセンス情報の表示]

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。
サーバー構成のオプションを変更できます。
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。
グループ/ユーザーの追加
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。
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。
サーバー ログ情報を表示できます。変更はできません。

[サーバー構成の表示]
[サーバー構成の変更]
[サーバーのリモート管理]

[ユーザー アカウントの管理]
[システム ポリシーの表示]
[システム ポリシーの変更]
[サーバーのセキュリティ設定の変更]

[セキュリティ ログの表示]
[StarDisk 関連操作]
[ユーザーの新規作成]
[レプリケーションのサポート]
[ユーザー/操作日時の変更]
[プロジェクト関連操作]
[プロジェクトの作成]
[カスタマイズ]
[データベース スキーマの追加/変更]

サンプル プロジェクトに新しいユーザーを追加します。
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。
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。
関連参照
アクセス権と特権
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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
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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。
関連参照
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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。

関連参照
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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

[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]

[プロパティの変更]

[フォルダから削除]

[アイテム アクセス権の変更]

[履歴の参照]

[メンテナンスの実行]
[排他的ロックの設定]
[排他的ロックの強制解除]
[ラベル関連の権利]
[ビュー ラベルの添付/調整]

[ビュー ラベルの添付解除]

ユーザーまたはグループが許可される操作

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。
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。
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。
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。
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。
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。
子フォルダを排他的にロックします。
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。
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。
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]

[リビジョン ラベルの添付解除]

[リンク関連の権利]
[リンクの参照]
[リンクの作成]
[リンクの変更]
[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。
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。
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。
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。
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。
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
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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。
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。

[ビュー ラベルの添付解除]
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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]
[リンクの作成]
[リンクの変更]
[リンクの削除]

ファイルに作成されたリンクを参照できます。
ファイルを他のアイテムにリンクできます。
ファイルへのリンクを変更できます。
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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変更パッケージのアクセス権
変更パッケージ アイテムのアクセス権は、プロジェクト メニューおよび ビュー メニューの、アクセス権... から設定できます。

[変更パッケージの一般的な権利]
このセクションでは変更パッケージ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

[変更パッケージの作成]
ビュー/比較マージ セッションを使用して、変更パッケージを作成できます。
[変更パッケージとそのプロパティを参照] 変更パッケージとそのプロパティを参照できます。
[プロパティの変更]
コミットされていない変更パッケージのプロパティを変更できます。 変更パー
スペクティブ に表示される、選択された変更パッケージのプロパティは、読み
取り専用です。 ただし、変更パッケージを選択して 変更パッケージ 開く
(VCM 内に) をクリックすると、VCM セッション内にその変更パッケージが開
かれ、そこでプロパティを変更できます。
[ビューから削除]
[アクセス権の変更]

[履歴の参照]
[排他的ロックの設定]
[排他的ロックの強制解除]

変更できるプロパティ
ビューから変更パッケージを削除できます。 このアクションは、元に戻せませ
ん。
変更パッケージ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 ペインで、変更パッケージの履歴を参照できます。
変更パッケージを排他的にロックできます。
他のユーザーが変更パッケージにかけた排他的ロックを解除できます。

[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]

変更パッケージにビュー ラベルを追加したり、あるリビジョンから別のリビジョンにビュ
ー ラベルを移動できます。 この権利は、変更パッケージのビュー 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
るときに、変更パッケージにビュー 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]
変更パッケージからビュー ラベルを削除できます。 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で変更パッ
ケージからビュー ラベルを添付解除できることに、注意してください。
[リビジョン ラベルの添付/調整] 変更パッケージにリビジョン ラベルを追加したり、あるリビジョンから別のリビジョンに
リビション ラベルを移動できます。 この権利は、変更パッケージのリビジョン 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、ユーザーがリビジョン ラベ
ルの添付された変更パッケージをコミットするのを禁止できます。
[リビジョン ラベルの添付解除] 変更パッケージからリビジョン ラベルを削除できます。 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
で変更パッケージからリビジョン ラベルを添付解除できることに、注意してください。
関連参照
変更パッケージのプロパティ
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外部リンクのアクセス権
外部リンクのアクセス権は、プロジェクト メニューおよび ビュー メニューの、アクセス権... から設定できます。
外部リンクの権利の作成
アクセス権

ユーザーまたはグループが許可される操作

[外部リンクの作成]

2 つの異なるビューまたは 2 台のサーバー上にあるアイテム間に外部リンクを作
成できます。
[外部リンクとそのプロパティを参照] 外部リンクとそのプロパティを参照できます。
[プロパティの変更]
外部リンクのプロパティを変更できます。外部リンクのプロパティを表示するには、
リンクを含む両方のビューを開きます。一方のビューを選択します。リンク タブをク
リックしてから、外部リンクを右クリックして、リンクのプロパティ... を選択します。変
更できるのは、説明プロパティだけです。
[ビューから削除]
ビューから外部リンクを削除できます。このアクションは、元に戻せません。

関連参照
変更パッケージのプロパティ
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ファイル比較/マージの参照
このセクションには、ファイル比較/マージに関連する参照が含まれます。
このセクションの内容
ファイル比較/マージのアクション
ファイル比較/マージで実行可能なアクションについて説明します。
ファイル比較/マージのキーボード ショートカット
ファイル比較/マージで定義済みのキーボード ショートカットを示します。
ファイル比較/マージのオプション
ファイル比較/マージ ユーティリティのオプション設定について説明します。
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ファイル比較/マージのアクション
ファイル比較/マージではメニューおよびツールバーのボタンを用いて、各種のアクションが実行できます。 すべての機能
はファイル比較/マージ単体で実行可能です。 アクションの一部（サブセット）はメイン、および組み込みされたファイル比
較/マージでも利用が可能です。
共通のアクション

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

説明

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

前回のアクションを元に戻したり、やり直したりします。

やり直し（CTRL+Y）
独立スクロールの有効化/無効化

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

再読み込み（F5）

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

遅延比較の有効化/無効化

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

ペインの入れ替え

左右のペインを入れ替えます。

比較モードの切り替え

ペインのレイアウトを 2 者間、3 者間、水平、垂直、または混合に変換します。 3
者間レイアウトは、比較を行う 2 つのファイルの中間に 3 番目のペインを配置し
ます。ここで 2 つのファイルのマージを行い、共通のベース バージョンを作成す
ることができます。
3 者間レイアウトを利用している場合、2 つのファイルを自動的にマージして最終
のベース バージョンを生成するボタンがツールバーに追加されます。 詳細につ
いては、表中の 非競合部分の自動マージ、完全自動マージ、および 変更箇所
を強調表示する をご覧ください。

レポートの生成

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

比較レポートの印刷

レポートの生成 を用いて、生成された比較レポートを印刷します。

分割バーを中央に移動/分割バーを移動

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

ペインを最大化/最小化（ CTRL+M）

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

ファイル、フォルダ、および画像の比較/マージのアクション

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

説明

コピー

左側または右側のペインに選択したファイルやフォルダをコピーします。 3 者間
比較の場合はベース ペインにコピーできます。コピーされたファイルやフォルダ
にはチェック マークが付き、変更をコミットするように要求されます。
コピーはツールバーのボタンにもあります。また、強調表示された部分にマウス
カーソルを移動させると、コピー ボタンがペインに表示されます。

削除

左右またはベース ペインから選択したテキストやファイル/フォルダを削除しま
す。 削除されたフォルダやファイルには X が描かれた丸いアイコンが付き、変
更（削除）をコミットするように要求されます。
削除はツールバーのボタンからも実行できます。また、強調表示された部分にマ
ウス カーソルを移動させると、削除 ボタンがペインに表示されます。

画像を移動

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

テキストの追加（ALT+SHIFT+RIGHT）

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

テキストの挿入/置換（ALT+RIGHT）

選択したテキストを一方のペインから別のペイン、または複数のペインに挿入ま
たは置換します。
ハイライトされた領域にマウスを移動させると、挿入 または 置換 ボタンがペイ
ンのハイライトされた領域に表示されます。

テキストを指定して検索（CTRL+F）

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

前の変更（F7 または ALT+UP）

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

次の変更（F8 または ALT+DOWN）
行を指定してジャンプ（ CTRL+G）

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

行内差分

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

差分の分割

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

変更箇所を強調表示する

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

非競合部分の自動マージ

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

完全自動マージ

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

エンコード

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

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

自動保存モード

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

選択の同期の有効化/無効化

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

ツリー中のすべてのノードを展開/折りたたむ

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

変更を含むツリー ノードを展開

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

拡大/縮小リスト表示

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

スマート ツリー差分

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

通常の比較結果も表示/通常の比較結果を非表示 合致するフォルダ構成とファイル名の差分を同時に表示します。この差分はスマ
ート比較（スマート ツリー差分）によって算出されたものです。
ツールバーにある スマート ツリー差分 ボタンをクリックしてスマート比較機能を
使用している場合のみ、このボタンがツールバーに表示されます。
通常の比較結果も表示/通常の比較結果を非表示 ボタンは、スマート比較 ペ
ージで 他のツリー比較アルゴリズムを使用する のチェック ボックスをオンにした
場合、表示されません。スマート比較の設定はファイル比較/マージのオプション
で行います。
拡大/縮小

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

ドラッグ＆ドロップ

ペイン間で内容をドラッグ＆ドロップできます。 ドラッグ中に CTRL キーを押して
いる場合は内容のコピーとなり、使わない場合は移動となります。
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関連概念
ファイル比較/マージの概要
ファイル比較/マージ（FCM）の UI
関連手順
ファイルを比較およびマージする
ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する
旧リビジョンのファイル内容を比較する
2 つのローカル ファイルを比較する
ファイル比較/マージ セッションでファイルを編集する
ファイル比較/マージ セッションで変更したファイルを保存する
フォルダを比較する
画像を比較する
ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする
2 つのローカル ファイルをマージする
フォルダをマージする
ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
比較レポートとマージ レポートをカスタマイズする
ファイル比較/マージ オプションを設定する
関連参照
ファイル比較/マージのオプション
ファイル比較/マージのキーボード ショートカット
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ファイル比較/マージのキーボード ショートカット
以下の表に、ファイル比較/マージのキーボード ショートカットを示します。
アクション

キーボード ショートカット

ファイル比較の新規作成

CTRL+N

フォルダ比較の新規作成

CTRL+SHIFT+N

フォルダ マージの新規作成

CTRL+SHIFT+M

画像比較の新規作成

CTRL+ALT+N

すべて保存

CTRL+SHIFT+S

印刷

CTRL+P

元に戻す

CTRL+Z

やり直し

CTRL+Y

切り取り

CTRL+X

コピー

CTRL+C

貼り付け

CTRL+V

検索

CTRL+F

次を検索

F3

前を検索

SHIFT+F3

行を指定してジャンプ

CTRL+G

前の変更

F7 または ALT+UP

次の変更

F8 または ALT+DOWN

次のタブ

F6

前のタブ

SHIFT+F6

ペインを最大化/最小化

CTRL+M

分割バーを中央に移動

CTRL+H

分割バーを移動

CTRL+SHIFT+S

再読み込み

F5

オプション

CTRL+O

テキストの置換（左側より右側へ）（2 者間マージ） ALT+RIGHT
テキストの置換（右側より左側へ）（2 者間マージ） ALT+LEFT
テキストの追加（左側より右側へ）（2 者間マージ） ALT+SHIFT+RIGHT
テキストの追加（右側より左側へ）（2 者間マージ） ALT+SHIFT+LEFT
テキストの削除（左側ペイン）（2 者間マージ）

ALT+CTRL+LEFT

テキストの削除（右側ペイン）（2 者間マージ）

ALT+CTRL+RIGHT

テキストを上げる

ALT+SHIFT+UP

テキストを下げる

ALT+SHIFT+DOWN

テキストの置換（中央から左側へ）

ALT+<

テキストの置換（中央から右側へ）

ALT+>
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テキストの置換（左側から中央へ）

ALT+M

テキストの置換（右側から中央へ）

ALT+/

テキストの追加（左側から中央へ）

ALT+SHIFT+M

テキストの追加（右側から中央へ）

ALT+SHIFT+/

テキストの追加（中央から左側へ）

ALT+SHIFT+<

テキストの追加（中央から右側へ）

ALT+SHIFT+>

関連概念
ファイル比較/マージの概要
ファイル比較/マージ（FCM）の UI
関連手順
ファイルを比較およびマージする
ファイル比較/マージ オプションを設定する
関連参照
ファイル比較/マージのオプション
ファイル比較/マージのアクション
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ファイル比較/マージのオプション
オプション設定はユーティリティの振る舞いに全般的な影響を与えます。 ファイル比較/マージでは、個々の要求事項を満
たすために数多くのオプションが設定可能です。 ファイル/フォルダ比較にあたっては、一般的なレベルで比較を行うため
のオプションから、さらにきめ細かいレベルで比較を行うためのオプションまで用意されています。
ファイル比較/マージのオプションは、ファイル比較/マージのメイン メニューの ツール
オプション... を選択するか CTRL
+SHIFT+P を押すことで表示できます。 [ファイル比較/マージのオプション] のダイアログ ボックスの左側にあるツリー階層
では、ファイル比較/マージの比較/マージのオプションが、全般、ファイル比較、および フォルダ比較 の 3 つのメイン カテ
ゴリに分けられています。 階層のノードをクリックすると、ダイアログ ボックスの右側に対応するオプションの設定ページが
表示されます。
設定したオプションをデフォルトの値に戻したい場合は、<user home>\.fcm フォルダにある、ユーザー設定ファイル
config.properties を削除します （たとえば、Windows の場合は C:\Documents and settings\<user home>\.fcm
\config.properties となります）。
このセクションの内容
全般（[ファイル比較/マージのオプション]）
[ファイル比較/マージのオプション] のダイアログ ボックスに表示される、全般の比較オプションについて説明しま
す。
ファイル比較（[ファイル比較/マージのオプション]）
[ファイル比較/マージのオプション] のダイアログ ボックスに表示される、ファイル比較のオプションについて説明
します。
フォルダ比較（[ファイル比較/マージのオプション]）
[ファイル比較/マージのオプション] のダイアログ ボックスに表示される、フォルダ比較のオプションについて説明
します。
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全般（[ファイル比較/マージのオプション]）
以下に、ファイル比較/マージの全般オプションを示します。 これらのオプションを設定するには、ツール
全般 を選択します。

オプション...

オプション

説明

起動時に開くペイン

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

ファイル履歴を保存する数

新しいファイル/フォルダが入力された時点で直ちに比
較を開始する

このオプションはファイル比較/マージをクライアントから起動し
たときには使用できません。
最大でここに設定した数のファイルをファイル履歴リストに保存
します。 ファイル履歴を表示するには、ツールバーの 新しい比
較を開く の右側に表示されている 下向きの矢印 をクリックしま
す。
このオプションはファイル比較/マージをクライアントから起動し
たときには使用できません。
ファイル/フォルダを開くと、すぐに比較を開始します。 このチェ
ック ボックスがオフの場合、比較するファイル/フォルダを開
き、ツールバーの 内容の再読み込み をクリックすることで比
較が開始されます。

読み取り専用モードで比較を開く

このオプションはファイル比較/マージをクライアントから起動し
たときには使用できません。
比較するファイルを読み取り専用モードで開きます。

読み取り専用ファイル/フォルダの編集を許可する

このオプションはファイル比較/マージをクライアントから起動し
たときには使用できません。
読み取り専用ファイル/フォルダの編集が可能になります。

読み取り専用モードのペインの背景色を暗くする
クイック起動を有効化する

インスタンスの実行を 1 つだけ許可する

3 者間マージ：開始時に中央のペインを空にする

3 者間マージ：中央のペインのみ編集を許可する

このオプションはファイル比較/マージをクライアントから起動し
たときには使用できません。
ペインの背景色を暗くして、ファイル/フォルダが読み取り専用
で開かれていることを示します。
ファイル比較/マージの クイック起動 アイコンを Windows の
システム トレイ に表示させます （注： ファイル比較/マージに
必要な .dll ファイルがない場合は、アイコンが非表示となる
こともあります）。
このオプションはファイル比較/マージをクライアントから起動し
たときには使用できません。
ファイル比較/マージのインスタンスを 1 つに限定します（複数
起動防止）。
このオプションはファイル比較/マージをクライアントから起動し
たときには使用できません。
3 者間マージに切り替えたとき、中央に空のペインを開きま
す。
このオプションはファイル比較/マージをクライアントから起動し
たときには使用できません。
3 者間マージに切り替えたとき、中央のペイン（マージ結果）の
みを編集可能にします。
このオプションはファイル比較/マージをクライアントから起動し
たときには使用できません。
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3 者間マージ：左側のペインのスクロールバーを右側に 3 者間マージの場合、左側のペインのスクロールバーを中央
置く
のペインに配置します。
タブ：下に表示
ファイル/フォルダ比較のタブ位置を画面下部にします。 この
チェック ボックスがオフの場合、タブは画面上部（ツールバー
の下）に表示されます。

タブ：新しいタブで比較を開始する

タブ: 1 つの比較のみ表示

このオプションはファイル比較/マージをクライアントから起動し
たときには使用できません。
デフォルトで、新しい比較が新しいタブで開かれるようになりま
す。
このオプションはファイル比較/マージをクライアントから起動し
たときには使用できません。
1 つのファイル/フォルダ比較のみ行えます。 このチェック ボッ
クスをオンにすると、新しいタブで比較を開始する オプションは
無効となります。

このオプションはファイル比較/マージをクライアントから起動し
たときには使用できません。
次の変更/前の変更:常にスクロールを調整する
次または前の変更箇所へ、スクロール バーを自動的に調整し
ます。
次の変更/前の変更:変更箇所が画面外の場合にのみ 差分の箇所が画面では見えない場合に、スクロール バーを自
スクロールを調整する
動的に調整します。
関連概念
ファイル比較/マージの概要
関連手順
ファイルを比較およびマージする
ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする
ファイル比較/マージ オプションを設定する
関連参照
ファイル比較/マージのオプション
ファイル比較/マージのキーボード ショートカット
ファイル比較/マージのアクション
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ファイル比較（[ファイル比較/マージのオプション]）
これらのオプションはファイル比較時のみに有効です。 オプションを設定するには、右クリック
比較 をクリックします。

オプション...

ファイル

ファイル比較オプション（メイン）
以下のオプションがファイル比較ノードの最初のページで設定可能です。
アイテム

説明

すべてのスペースを無視する
行の先端と終端のスペースを無視する
行の終端区切り文字の違いを無視する（CR と
LF）

ASCII 文字 0x01 から 0x20 がテキストから削除されます。
行の先頭と終端のスペースを無視します。
ファイル比較の際に行の終端区切り CR と LF の違いを無視しま
す。 Windows (CR LF)、Unix (LF)、Mac (CR) の行区切り文字が、ファ
イル比較に影響を与えることがあります。 このオプションは特に、異
なるオペレーティング システムで生成されたファイルを比較する際に
便利です。
ファイル比較の際に行内で大文字と小文字を区別します。
タブの代わりにスペースを挿入します。
タブのサイズを指定します。
エディタ ペインに行末の復帰（CR）、復帰/改行（CR LF）、タブ、スペ
ースなどの不可視文字を表示します。

大文字と小文字を区別する
タブの代わりにスペースを挿入する
タブ サイズ
不可視文字を表示

このオプションにより、行区切り文字がファイル保存時に変更される
ことはありません。これらはエディタに表示されるだけです。 行区切
り文字は ファイルを開いた時に行区切り文字を変更する、改行時に
挿入する行区切り文字、コピー時に行区切り文字を変更する、 貼り
付け時に行区切り文字を変更する、および 保存時に行区切り文字
を変更する で変更することができます。
ファイルを開いた時に行区切り文字を変更する
行区切り文字を指定します。 プラットフォーム固有、変更しない、
Windows,<CR><LF>、Unix,<LF>、または Mac,<CR> から選択すること
ができます。
改行時に挿入する行区切り文字
ビュー ペインで改行を挿入したときに使われる行区切り文字を指定
します。 自動（要開き直し）、プラットフォーム固有、
Windows,<CR><LF>、Unix,<LF>、または Mac,<CR> から選択すること
ができます。
コピー時に行区切り文字を変更する
ビュー ペインでテキストをコピーしたときに使われる行区切り文字を
指定します。 プラットフォーム固有、変更しない、
Windows,<CR><LF>、Unix,<LF>、または Mac,<CR> から選択すること
ができます。
貼り付け時に行区切り文字を変更する
テキストを貼り付けしたときに使われる行区切り文字を指定します。
コンボ ボックスから、[自動（要開き直し）]、[プラットフォーム固有]、
[変更しない]、[Windows,<CR><LF>]、[Unix,<LF>]、または
[Mac,<CR>] から選択することができます。
保存時に行区切り文字を変更する
ファイルを保存するときに使われる行区切り文字を指定します。 プラ
ットフォーム固有、変更しない、Windows,<CR><LF>、Unix,<LF>、また
は Mac,<CR> から選択することができます。
エディタのフォント
ビュー ペインのフォントとサイズを指定します。
行番号を表示する
それぞれのエディタ ペインの左側に行番号を表示します。
ファイルを開いたときに最初の差分を自動的にフ ファイル比較を行うとき、最初の差分まで自動的にスクロールしま
ォーカスする
す。
ファイルを開いたときにファイルの先頭にカーソル ファイル比較を行うとき、先頭行まで自動的にスクロールします。
を戻す
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デフォルト エンコード

ファイルに適用するエンコードを指定します。 デフォルト エンコード
の値は デフォルト（オペレーティング システムに依存） であり、ファイ
ル比較/マージで新しく開くファイルに適用されます。
既に開いているファイルのエンコードを直ちに変更 ファイル比較/マージで既に開いているファイルに対して、自動的に
する
エンコードを変更します。 エンコードには デフォルト エンコード で選
択されている形式が用いられます。
ペインで変更したエンコードをそのまま利用する ファイル比較の結果、置換するファイルのエンコードにペインで開い
ているファイルのエンコードをそのまま利用します。 このチェック ボ
ックスがオフの場合、ファイルには デフォルト エンコード で指定され
た形式が適用されます。
事前比較
2 つのファイル（もしくは同一ファイルの 2 つのバージョン）が同じも
のかどうか最初に内部的に比較します。 それらが同じ場合、ユーザ
ーに「ファイルは同一です。 続行して比較を開きますか?」とプロンプ
トを表示します。 ここでのオプションにより、実際に表示して比較を行
う際とは異なる設定を使用して、初期比較を行うができます。
事前比較:比較しない

初期比較を行わず、プロンプトも
表示しません。 この場合、比較し
た 2 つのファイルが同じだった場
合、FCM は起動してそれらをその
まま表示します。
事前比較:すべての設定を無視 設定を無視して比較を行います。
して比較する
事前比較:すべての設定を使用 すべての設定を使用して比較を
して比較する
行います。
事前比較:最初にすべての設定 最初に設定を無視して比較を行
を無視して比較し次に使用して います。 この比較で差分が見つ
比較する
かった場合、FCM は設定を使用
してもう一度比較を行います。 こ
の 2 度目の比較でも差分があっ
た場合、ユーザーにプロンプトが
表示されます。 この最後のオプ
ションの目的は、いずれのタイプ
の比較（すべての設定を無視、お
よび、すべての設定を使用）でも
ファイルが同一だった場合に、プ
ロンプトを表示させるためにあり
ます。

行内差分
このオプションを利用し、行内差分をどのように取り扱うのかを決定します。
オプション

説明

行内差分を表示

詳細な行内比較を行います。変更のあった行の挿入部分や変更箇所などが強
調表示されます。
文字単位でブロックとして行を比較する 行をひと続きの単位として比較し、変更箇所を強調表示します。 行はまとめて
読み取られ、文字が行ごとに分けられます。 このオプションは 行内差分を表
示 のチェック ボックスをオンにすると有効にできます。
文字単位で行を比較する
それぞれの行の文字を、対の行の文字と比較します。 たとえば、複数行にま
たがるひと続きのセンテンスに対して、1 行目の文字は対となる 1 行目の文字
と比較され、2 行目の文字は対となる 2 行目の文字と比較されます。以降も同
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単語単位で行を比較する

差分を分割する

最適選択
単語とみなす最小文字数

受理ウェイト（単語数*100+文字数）

背景を塗りつぶす

様の比較が行われます。 このチェック ボックスは 行内差分を表示 をオンにす
ることで自動的にオンになります。
行を標準的な区切り文字を使って単語（または字句）に分割し、比較します。 こ
のオプションは 行内差分を表示 のチェック ボックスをオンにすると有効にでき
ます。
このオプションは 文字単位で行を比較する、単語単位で行を比較する、また
は 単語単位で行を比較する（最適選択） のオプションをチェックしたときに選択
可能となります。 行の比較に用いるデフォルトの単位は文字です。 通常、ファ
イル比較/マージは、ブロック単位で変更のあった行の差分を表示します。 言
い換えると、置換、追加、または 削除 などはブロックに対して実行されます。
[差分を分割する] のチェック ボックスをオンにした場合、ファイル比較/マージ
はブロックにある（ひとまとまりの）センテンスを結合しません。 代わりに、変更
のあった行をブロックとみなします。 このオプションは 行内差分を表示 のチェ
ック ボックスをオンにすると有効にできます。
すべての行を比較して、最適なものを選択します。 このオプションは 行内差分
を表示 のチェック ボックスをオンにすると有効にできます。
区切り文字に挟まれた文字が、単語としてみなされるために必要な最小文字
数を指定します。 このオプションは 行内差分を表示 のチェック ボックスをオン
にすると有効にできます。
ファイル比較/マージを実行する際に、対の行を決定するための、また、差分を
強調表示するための条件を決めます。 受理ウェイトは、比較する行でヒットし
た単語数を 100 倍した値に、一致した（マッチした）文字数を加えた値となりま
す。 このオプションは 行内差分を表示 のチェック ボックスをオンにすると有効
にできます。
行内で異なる文字の背景をハイライトします。 このオプションは 行内差分を表
示 のチェック ボックスをオンにすると有効にできます。

取り消し線を引く

このチェック ボックスをオンにすると、文字をハイライトする オプションが無効と
なります。
差分を表示するために文字に取り消し線を引きます。

取り消し線とハイライト
下線を引く

このオプションは 文字をハイライトする オプションを組み合わせて使うことがで
きます。
差分を表示するために文字に取り消し線を引き、ハイライトします。
差分を表示するために文字に下線を引きます。

下線とハイライト
左側の色/右側の色

このオプションは 文字をハイライトする オプションを組み合わせて使うことがで
きます。
差分を表示するために文字に下線を引き、ハイライトします。
行内の色を変更します。 左右のエディタ ペイン、どちらにも色が設定できま
す。

スマート比較
スマート比較を使用すると、さらにきめ細かいファイル比較の設定ができます。
オプション

説明

上級差分検索

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

入れ替わったブロックを検出する
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ションを選択しなければなりません。このオプションが有効になる
と、選択していないブロック間のリンクを表示しない、差分を短縮
する、固有の行を持つブロックのみ含める オプションがデフォル
トで自動的に選択されます。
選択したブロック間の実際の差分リンクを表示しない 選択したブロック間の実際の差分リンクを表示しません。 入れ替
わったブロックを検出する のチェック ボックスがオンの場合、この
オプションを有効にすることができます。
選択していないブロック間のリンクを表示しない
選択していないブロック間のリンクを表示しません。 入れ替わっ
たブロックを検出する のチェック ボックスをオンにすると、このオ
プションはデフォルトでオンになります。
差分を短縮する
入れ替わったブロックを検出する のオプションを利用する際、ブ
ロックの拡大（変更のあった行と同じブロックが付け加えられる）
を防ぎます。
繰り返したブロックを含める
繰り返したブロックを含めます。 入れ替わったブロックを検出す
る のチェック ボックスがオンの場合、このオプションを有効にする
ことができます。
繰り返したブロックを無視する
繰り返したブロックを無視します。 入れ替わったブロックを検出す
る のチェック ボックスがオンの場合、このオプションを有効にする
ことができます。
固有の行を持つブロックのみを含める
入れ替わったブロックを検出する のチェック ボックスがオンの場
合、固有の行を持たないブロックを無視します。

パターン
このページを使って、ファイル比較に用いるパターン（または正規表現）のリストを編集します。 これらのオプション設定によ
り、あまり重要でない変更をエディタ ペインに表示させないようにすることができます。
パターンは正規表現の標準的な構文に従います。 正規表現の構文については、次のページを参照してください：http://
www.regular-expressions.info/
オプション

説明

無視する

ファイル比較の際に、特定のパターンを無視させることができま
す。 パターンを無視するには、このチェック ボックスをオンにし
て、パターン一覧から無視したいオプションを選択します（複数選
択可能）。 新しいパターンも作成することができます。この場合、
新規作成をクリックし、無視するパターン ダイアログ ボックスを表
示させます。正規表現の構文を用いてまとまった文字を検索させ
るようにします。
次のパターンによって分割されるブロックを結合する 空の行や中括弧だけを含む行を結合させます。 パターンの編集
や独自パターンの追加もできます。
たとえば、file1.txt から file2.text へ移動させたい 3 行の
差分があり、それらの差分行が、空白行や括弧のみを含む行に
よって区切られていた場合、このオプションを指定しなければ、差
分の各行を個別に解決していかなければなりません。
次のパターンによって分割されるブロックを結合する が有効にな
っており、しかも、パターン（カスタム、または、事前定義のもの）
が有効である場合、 その場合にかぎって、[区切り行を結合] ボ
タン
が FCM ツールバー上に表示されます。 このツール
バー ボタンを選択することで、差分の 3 行が、1 行の差分にマー
ジされます。これは、差分の間の行が、FCM パターン オプション
で指定されている結合パターン「空白行」と一致するためです。
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これで、差分の 3 行すべてをあるファイルから別のファイルへ移
動させるのに、1 クリックですむようになりました。
新規作成/変更/削除
これらのボタンを使って、新しいパターンの追加、パターンの変
更、またはパターンの削除ができます。 新規作成 および 変更
は、パターンを定義するための パターン ダイアログ ボックスで行
います。
無視するパターン/結合パターン ダイアログ ボックス 新規作成 および 変更 ボタンをクリックすると、パターンを定義す
るためのダイアログ ボックスが表示されます。
結合パターン ダイアログ ボックスでは、結合パターンを適用する
ファイル拡張子を指定することもできます。 結合パターンを複数
のファイル タイプに適用したい場合、ファイル拡張子をカンマで区
切ってください。 例：java, cpp, c, h, hpp
Name（名前）

パターン名を指定します。 ここで定
義するパターン名が、そのまま無視
するパターン/結合パターンの一覧
に表示されます。
パターン
パターン（表現）を指定します。 正規
表現の構文を使うことができます。
たとえば、^[\t]*//.*$ や [{}\s]
* のように指定します。
左側のテキスト ボックス テスト用の文字列を入力するための
場所です。
右側のテキスト ボックス パターンをテストした実行結果が表
示されます。
テスト
パターンをテスト用の文字列に適用
します。 結果はダイアログ右側のテ
キスト ボックスに表示されます。

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

説明

レポート トランスフォーマ リスト 利用可能なレポート トランスフォーマの一覧を表示します。これらのトランスフォーマ
は XML ファイルをさまざまなレポートに変換するのに用いられます。
追加... および表示/編集...
これらのボタンをクリックすると、レポート トランスフォーマの構成 ダイアログ ボックス
が表示され、レポート トランスフォーマ XML ファイルの新規追加、表示、または編集が
できます。
削除
選択したレポート トランスフォーマを一覧から削除します。

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

説明

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

背景色

- 凍結テキスト。 これは、テキストの種類 ドロップダウン リストでは 変更済み（上級マージ モード） と
いう名前です。 この種類のテキストは、マージされている、結果ペイン以外のテキストを表します。
選択している テキストの種類 の背景色を表示します。 このボタンをクリックすると、色を指定するため
の 色の選択 ダイアログ ボックスが表示されます。

関連概念
ファイル比較/マージの概要
関連手順
ファイルを比較およびマージする
ローカル ファイルをリポジトリ ファイルと比較する
ローカル ファイルをチップ リビジョンとマージする
旧リビジョンのファイル内容を比較する
2 つのローカル ファイルを比較する
ファイル比較/マージ オプションを設定する
関連参照
ファイル比較/マージのオプション
ファイル比較/マージのキーボード ショートカット
ファイル比較/マージのアクション
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フォルダ比較（[ファイル比較/マージのオプション]）
これらのオプションの設定はフォルダ比較時のみに有効です。スタート メニューから選択するファイル比較/マージの外部
バージョンからにのみ適用されます。 オプションを設定するには、ツール
オプション...
フォルダ比較 をクリックしま
す。

フォルダ比較オプション（メイン）
パラグラフごとに、ダイアグラムの主要なコンポーネントを説明します。
オプション

説明

ツリーのフォント
無視する拡張子
次の拡張子のファイルだけ表示する
無視するフォルダ
空のフォルダを表示しない
縮小リスト表示

比較結果のペインで表示するフォントおよびサイズを設定します。
フォルダ比較の際に無視するファイル拡張子を指定します。例：dll;exe
フォルダ比較の対象とするファイル拡張子を指定します。
フォルダ比較の際に無視したいフォルダを指定します。
フォルダ比較の際に空のフォルダを無視します。
ファイルが一方に存在するが、対のフォルダ（これから挿入される）に存在しない
場合、縮小リスト表示を使います。 ファイルが存在しない方のフォルダにはファイ
ルが存在しないことを示す、折りたたまれた色付のブロックが線として表示されま
す。 このチェック ボックスがオフの場合、ビューには色付きの空のブロックが表示
され、存在しないファイルがあることを示します。
保存していない変更を強調表示する ビュー ペインに保存していない変更を強調表示します。
未変更のコンポーネントを非表示
差分が発見されなかったすべてのフォルダを非表示にします。これにより、ツリー
に表示されるフォルダは差分のあるもののみとなります。

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

説明

ファイルの照合でファイル名を使用する

ファイル名とファイルの内容のどちらを比較に使用するかを
指定します。 オンの場合、ファイルが同一かどうかの判断
にファイル名が使用されます。 オフの場合、ファイルが同一
かどうかの判断にファイルの内容が使用されます。
内容の一致するファイルが見つからない場合にファイル名 オンにすると、ファイル比較/マージは内容で一致する部分
を照合する
が見つからない場合にファイル名を使用してファイル内容を
比較します。
フォルダの照合でフォルダ名を使用する
比較にフォルダ名を使用するか、内容を使用するかを指定
します。 オンにすると、フォルダ名を使用して同じフォルダ
を特定します。 オフにすると、ファイル比較/マージは名前
に関係なくフォルダを照合します。
ファイルを照合する最大行数
2 つのファイルの内容を比較する際に読み込む行数を指定
します。 指定された最大行数より後の差分は無視されま
す。
ファイル照合における一致率
ファイルの比較時の類似する内容との類似性の割合です。
他のツリー差分アルゴリズムを使用する
このアルゴリズムは次のように動作します。
一致するファイルの元のフォルダ構造は保持されず、ツー
ルバーの簡単切り替えボタンを使用して従来の比較結果を
表示することはできません。そして、適切なコピー操作を行
います。
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照合条件に一致する最初のファイルのみが保持されま
す。 類似ファイルを含むフォルダを照合するには、他のア
プローチを使用します。

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

説明

レポート トランスフォーマ リスト 利用可能なレポート トランスフォーマの一覧を表示します。これらのトランスフォーマ
は XML ファイルをさまざまなレポートに変換するのに用いられます。
追加...、および、表示/編集...
これらのボタンをクリックすると、レポート トランスフォーマの構成 ダイアログ ボックス
が表示され、レポート トランスフォーマ XML ファイルの新規追加、表示、または編集が
できます。
削除
選択したレポート トランスフォーマを一覧から削除します。

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

説明

コンポーネントの種類 ファイル比較/マージ ウィンドウ上で色分けできるコンポーネントの種類を一覧表示します。 背景
色ボタンは、選択しているコンポーネントの種類に応じて自動的に色が変わります。 テキスト プ
レビュー エリアに、現在設定されている色の構成が表示されます。
背景色
選択している コンポーネント タイプ の背景色を表示します。 このボタンをクリックすると、色を指
定するための 色の選択 ダイアログ ボックスが表示されます。
関連概念
ファイル比較/マージの概要
関連手順
ファイルを比較およびマージする
フォルダを比較する
フォルダをマージする
ファイル比較/マージ セッションからレポートを生成する
比較レポートとマージ レポートをカスタマイズする
ファイル比較/マージ オプションを設定する
関連参照
ファイル比較/マージのオプション
ファイル比較/マージのキーボード ショートカット
ファイル比較/マージのアクション
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ビュー比較/マージ
このセクションは、StarTeam における ビュー比較/マージ に関連する参照を提供します。
ビュー比較/マージ は、StarTeam Cross-Platform Client および VCMUtility でのみ使用可能です。
このセクションの内容
ビュー比較/マージ ウィザード
ビュー比較/マージ ウィザードの手順について説明します。
ビュー比較/マージ セッションのフィルタ
変更パッケージのプロパティ
変更パッケージのプロパティおよび定義について説明します。
バージョン生成オブジェクトのプロパティ
バージョン生成を使用するオブジェクトのバージョン プロパティすべてに共通なプロパティおよび定義について説
明します。
ビュー比較/マージの用語
ビュー比較/マージで使われる単語の用語集
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ビュー比較/マージ ウィザード
このセクションでは、ビュー比較/マージ ウィザード について、ページごとに説明します。ページの順序については、どの種
類の比較を実行するか、また、ウィザードを開始するビューによって異なります。
ビュー比較/マージ ウィザード の各ステップには、ページの右下にボタンがあります。クリックすると、ビュー比較/マージ ウ
ィザード でそのステップまでに VCM セッションに対して選択した詳細が表示される情報ペインが開きます。この情報ペイン
を終了するには、再びボタンをクリックすると、ペインが消えます。この情報ペインの利点は、完了 をクリックする前に、選択
内容を確認するためにウィザードのページ間を往復しないで、セッションのすべての詳細を 1 か所から確認できることで
す。選択内容を変更する場合は、ウィザードの該当ページに戻り、変更してから、その場所で 完了 をクリックできます。
このセクションの内容
ビュー比較/マージ
ビュー比較/マージ
ビュー比較/マージ
ビュー比較/マージ
ビュー比較/マージ
ビュー比較/マージ
ビュー比較/マージ
ビュー比較/マージ
ビュー比較/マージ

ウィザード：比較/マージ タイプの選択
ウィザード：アイテムを含む
ウィザード：選択したアイテムを含む
ウィザード：ソース ビューの選択
ウィザード：ターゲット ビューの選択
ウィザード：ソース構成の選択
ウィザード：ターゲット構成の選択
ウィザード：オプションの設定
ウィザード： 除外プロパティ
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ビュー比較/マージ ウィザード：比較/マージ タイプの選択
ビュー比較/マージ ウィザード のこの「ようこそ」ページでは、実行する比較/マージのタイプを選択します。
アイテム

説明

比較またはマージのタイプの選択

実行する比較/マージのタイプを指定します。
比較のみ： ある関連ビューと別のビュー、もしくは同じビューの異なる構成
の間で、差分を比較します。 （デフォルト）
プロモート： 子ビューから親ビューへの変更を比較またはマージします。
再ベース： 親ビューから子ビューへの変更を比較またはマージします。

複製： あるビューから別のビューへの変更を比較またはマージします。
次のために現在のビュー（ビュー名）を使用 現在のビューが、ソース ビュー、またはターゲット ビューとして使用される
のか、またはソースおよびターゲットの両方として使用されるのか（比較の
み）を指定します。 マージのタイプとして プロモート または 再ベース を選
択した場合、ウィザードは現在のビューが親ビューなのか、子ビューなのか
によって、適切なオプションを自動的に選択することがあります。
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ビュー比較/マージ ウィザード：アイテムを含む
このページを用いて、指定したタイプのアイテムのみを比較/マージの対象に制限します。 この手順は、メニューの ビュー
から ビュー比較/マージ... を起動した場合にのみ表示されます。
アイテム

説明

リビジョン ラベル 選択したリビジョン ラベルに限ってアイテムの比較を行います。 このチェック ボックスがオンの場合、
ドロップダウン リストが有効になり、選択可能なリビジョン ラベルが表示されます。
含む
比較/マージに含めるビュー内のアイテム タイプを選択します。
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ビュー比較/マージ ウィザード：選択したアイテムを含む
このページを用いて、指定したタイプのアイテムのみを比較/マージの対象に制限します。 この手順は、上部ペインのコン
ポーネント タブの特定のアイテムを右クリックして、コンテキスト メニューから 詳細 ビュー比較/マージ... を選択し、ビュー
比較/マージのセッションを開始したときにのみ表示されます。
アイテム 説明

含む

比較/マージに含めるアイテム タイプを選択します。
含む のツリーでは、選択したアイテムのチェック ボックスがオンとなります。処理アイテムの場合、選択したア
イテムにリンクされるすべてのファイルを含めるのかどうかが選択できます。 また、含む ツリーの 指定されたフ
ォルダ のチェック ボックスをオンにすると、サブフォルダ のチェック ボックスが有効になります。これをオンにす
ると、比較に子フォルダを含むすべての子が含まれるようになります。
フォルダ ツリー でフォルダを選択するのではなく、フォルダ コンポーネント タブからフォルダを選択すると、他
のアイテム タブが選択可能になり、別フォルダからビュー/マージに含める追加のアイテムが選択できます。
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ビュー比較/マージ ウィザード：ソース ビューの選択
ウィザードのこのページにおいては、比較/マージのソース ビューを選択します。
アイテム

説明

ビュー ツリー 比較/マージにおいて、ソース ビューとなるビューを選択します。 クリックして選択します。
ビュー名
ビュー ツリー で選択したビューのビュー名を表示します。
ビューの説明 選択したビューの説明を表示します。 ビューの説明は、ビューのプロパティ ダイアログ ボックスの 説明
フィールドに入力されている内容です。
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ビュー比較/マージ ウィザード：ターゲット ビューの選択
ウィザードのこのページにおいては、比較/マージのターゲット ビューを選択します。
アイテム

説明

ビュー ツリー 比較/マージにおいて、ターゲット ビューとなるビューを選択します。 クリックして選択します。
ビュー名
ビュー ツリー で選択したビューのビュー名を表示します。
ビューの説明 選択したビューの説明を表示します。 ビューの説明は、ビューのプロパティ ダイアログ ボックスの 説明
フィールドに入力されている内容です。
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ビュー比較/マージ ウィザード：ソース構成の選択
ビュー比較/マージ ウィザード のこのページでは、ソース ビューをビュー比較/マージ セッションの特定の構成に制限しま
す。
アイテム

説明

<ビュー名> に対するソース ビュー構成 ビュー比較/マージ セッションに対する構成を選択することで、現在のビューに
おける変更からビュー比較/マージを分離することができます。 選択可能な構
成：
現在の構成： ビューの現在の構成を使用します。
ラベル付きの構成： 指定するリビジョン ラベルの構成を使用します。
プロモーション状態の構成： 選択するプロモーション状態の構成を使用しま
す。
日時を指定した構成： 選択する日時の構成を使用します。
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ビュー比較/マージ ウィザード：ターゲット構成の選択
ビュー比較/マージ ウィザード のこのページでは、ターゲット ビューをビュー比較/マージ セッションの特定の構成に制限し
ます。
アイテム

説明

<ビュー名> に対するターゲット ビュー構成 ビュー比較/マージ セッションに対する構成を選択することで、現在のビュ
ーにおける変更からビュー比較/マージを分離することができます。 選択可
能な構成：
現在の構成： ビューの現在の構成を使用します。
ラベル付きの構成： 指定するリビジョン ラベルの構成を使用します。
プロモーション状態の構成： 選択するプロモーション状態の構成を使用しま
す。
日時を指定した構成： 選択する日時の構成を使用します。
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ビュー比較/マージ ウィザード：オプションの設定
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には、ビュー比較/マージ セッションの開始を管理するオプション
が含まれています。 個々のデフォルト アクションは、ビュー比較/マージ セッション中に 比較パースペクティブ または マー
ジ パースペクティブ で変更することができます。
オプション

説明

プロパティの自動マージ

ビュー比較/マージがビュー比較/マージ セッション開始時に、自動的にビュ
ー、フォルダ、アイテムのプロパティをマージします。 たとえば、ソースでのみ
プロパティが変更されている場合、ターゲットの同じプロパティが同じ値となり
ます。 （デフォルト）
ファイルの自動マージ
ビュー比較/マージがビュー比較/マージ セッション開始時に、競合のない差
分をマージします。 （デフォルト）
名前でファイルを照合する
オブジェクト ID やファイルが異なる場合でも、ビュー比較/マージのファイル照
合に、ファイル名が用いられるようになります。 たとえば、ソースとターゲットの
テキスト ファイル双方で、同じ行が変更された場合、ビュー比較/マージはそ
れら 2 行を自動的にマージすることができません。しかし、その行がソースの
みで変更された場合は、変更部分をターゲットに反映することができます。 ソ
ースとターゲットのファイルを名前が一致していても、オブジェクト ID が異なっ
ている場合、2 つのファイルを比較またはマージする時に、共通の祖先を見つ
け出す分岐ポイントが使用できません。 しかし、過去に（このソースからターゲ
ットの方向で）これら 2 つのファイルを比較したことがある場合はマージ ポイン
トが存在することがあります。
ファイル名の大文字/小文字を区別する 名前でファイルを照合する のチェック ボックスがオンの場合、ファイルの照合
時に大文字/小文字を区別します。
マージ ポイントを無視する
このチェック ボックスがオンの場合、ビュー比較/マージはデフォルトで既存の
マージ ポイントを無視します。 オフの場合、ビュー比較/マージは 2 つのアイ
テム間で記録されている、前回のマージ ポイントを用いて、一方または両方の
アイテムに変更が行われたのかを判断します。 ビュー比較/マージがテキス
ト ファイルのマージを実行する場合、一方のファイルのリビジョン（通常はソー
ス ファイル）を最小共通の祖先としてマージします。 マージ ポイントを使用し
ない場合、最小共通の祖先は 2 つのファイルの前回の分岐ポイントを見つけ
ることで決定付けられます。 マージ ポイントを無視したいという要求は非常に
まれなはずです。
子の変動共有を固定/検索
ビュー比較/マージは、変動共有をマージすることができないため、変動構成
の共有を再ベースまたはプロモートで固定することで修正します。 比較のみの
セッションにおいては、VCM は、単純に子の変動共有を検索します。

自動的にロックを強制解除

再ベースと複製のマージにおいて、ターゲットのアイテムのうちソース ビュー
に変動共有しているアイテムを固定することにより "修正" します。 ターゲッ
ト ビューのアイテムがソースのアイテムの変動共有の子の場合（このことは、
ターゲットのアイテムは分岐されていないことを意味します）、共有によりソー
ス アイテムに対する変更が即座にターゲットに反映されるために、VCM のセ
ッション中にソースとターゲットのアイテムの間に差分が見つかることはありま
せん。 ビュー比較/マージの最優良事例に基づき、変動共有のアイテムは常
に固定するという方法を勧めます。これにより、ソースでの変更がターゲット ビ
ューに管理された状態で反映されるようになります。 このオプションにより、ビ
ュー比較/マージで見つかった変動共有の子のアイテムを、親アイテムのリビ
ジョンに固定して「修正」をすることができます。 このオプションの利用は、比較
時に各ターゲット アイテムに変動共有が設定されているかどうかを調べるた
め、パフォーマンス劣化を招きます。 ヒント： このオプションを初回のビュー比
較/マージで有効にし、以降は無効にすることでセッションを高速に処理するこ
とができます。
自動的に別のユーザーによりロックされたアイテムのロック解除を試みます。
もし、ロックのオプション設定により、アイテムのロックが必要な場合は以下の
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差分確認のためにソースをロック

差分確認のためにターゲットをロック

現在のマージ パースペクティブで開始

設定が行われます。 ロック解除には特別な権限が必要です。 自動的にロック
を強制解除 は、ビュー比較/マージがアイテムをロックしなければならないとき
にのみ考慮されます。 また、アイテムに変更を加えるアクションに対してのみ
アイテムをロックします。 たとえば、セッション中にアクションを 無視する から
削除 に変更すると、ビュー比較/マージはコミット時に、削除するアイテムに対
する別のユーザーが行ったロックを解除します。
差分により変更の可能性があるため、差分確認時にソースのアイテムをロック
します。 アクションによって、たとえば 無視する では、アイテムが変更される
ことがないためにロックは不要です。 通常、比較時にロックされますが、差分
が上書きされるといったアクションが実行されるなど、後のセッションでもロック
されることもあります。 ビュー比較/マージ ウィザードでこのオプションをオンに
しない限り、VCM はソース ビューのリバース共有アイテムをロックしません。
差分により変更が発生する可能性があるため、差分確認時にターゲットのア
イテムをロックします。 アクションによって、たとえば 無視する では、アイテム
が変更されることがないためにロックは不要です。 通常、比較時にロックされ
ますが、差分が上書きされるといったアクションが実行されるなど、後のセッシ
ョンでもロックされることもあります。 （デフォルト）
ビュー比較/マージ セッションを マージ パースペクティブ で開始します。 この
チェック ボックがオフの場合、ビュー比較/マージは 比較パースペクティブ で
開始します。 （デフォルト）
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ビュー比較/マージ ウィザード： 除外プロパティ
分岐可能なアイテム タイプの除外プロパティを選択するために、このページを使用します。
アイテム

説明

アイテム タイプ：

ビュー比較/マージ セッションから除外できるプロパティを保持している VCM セッションの選択
済みアイテム タイプのリストを提供します。 このリスト内のアイテム タイプは、VCM ウィザード
で、ビュー比較/マージに対してユーザーが選択したアイテム タイプの選択内容によって決まり
ます。
利用可能なプロパティ: 選択したアイテム タイプに対して利用可能なすべてのプロパティを一覧します。 [利用可能なプ
ロパティ] でアイテムを選択し、[除外] ボタンをクリックして、[利用可能なプロパティ] から [除外
プロパティ] へ移動させます。
除外プロパティ:
選択したアイテム タイプから除外するために選択された、すべてのプロパティを一覧します。 必
要に応じて、[除外プロパティ] リストから [利用可能なプロパティ] リストへ、アイテムを戻すこと
もできます。 [除外プロパティ] リストでアイテムを選択し、[含む] ボタンをクリックして、[利用可
能なプロパティ] リストへ戻します。
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ビュー比較/マージ セッションのフィルタ
フィルタを使用することで、上部ペインに表示されるフォルダのタイプや個数を限定することができます。 使用可能なフィル
タのリストは、現在 VCM セッションが使用しているパースペクティブに依存します。 StarTeam にはビュー比較/マージに対
して、以下の表にまとめる定義済みのフィルタがあります。 定義済みフィルタはカスタム フィルタを作成する際の、スタート
地点としての使用を目的としています。 ツールバーの フィルタ ドロップダウン リスト ボックスを用いて、定義済みフィルタ
の閲覧および適用が行えます。
マージ パースペクティブ と テスト パースペクティブ に対して、追加のフィルタも作成できます。 フィルタ ダイアログ ボック
スを表示させるには、マージ パースペクティブ または テスト パースペクティブ の上部ペインにあるカラムのヘッダを右クリ
ックして、フィルタ を選択します。 パースペクティブの比較 には 2 つの定義済みフィルタが存在しますが、このパースペク
ティブには追加のフィルタを作成することはできません。
フィルタの使用方法の詳細については、以下のリンク「ビュー比較/マージ セッションのアイテムをフィルタする」を参照して
ください。
以下に、ビュー比較/マージ セッションの定期済みフィルタを示します。
アイテム

説明

<タイプを表示>
<差分のあるアイテムを表示>

比較パースペクティブ において、選択したタイプのアイテムのみを表示します。
比較パースペクティブ において、ソースとターゲット間で差分があったアイテムを
表示します。
<未解決のアイテムを表示>
比較パースペクティブ において、マージ ステータスが 未解決 のアイテムのみを
表示します。
<すべてのアイテムを表示>
比較パースペクティブ において、選択したタイプのアイテムをすべて表示します。
アイテムを表示：[アクション]
比較パースペクティブ において、選択したマージ アクションのアイテムのみを表
示します。
<VCM：マージ ステータス別ファイル> マージ パースペクティブ の上部ペインに、アイテムをマージ ステータス順に表示
します。 フィルタ名は選択されているコンポーネント タブに基づき動的に変化しま
す。 ファイル、変更要求、フォルダをマージ ステータス別に表示することができま
す。
<VCM：マージ プロパティ>
マージ パースペクティブ の上部ペインに、一次デスクリプタをカラム 1 に、残り
の VCM プロパティを続くカラムに設定して、アイテムを表示させます。
マージ アクション
マージ パースペクティブ および テスト パースペクティブ の上部ペインに、アイテ
ムをマージ アクション順に表示させます。
<更新のあるアイテムを表示>
比較パースペクティブ において、ターゲットに対して更新が発生するソース ビュ
ーのアイテムのみを表示します。
注: テスト パースペクティブ では、ファイル タブ選択時には、ファイルに対するフィルタが表示され、フォルダ タブ選択時に
は、フォルダに対するフィルタが表示されます。その他のタブについても、選択タブに応じたフィルタが表示されます。
関連概念
フィルタ
関連手順
ビュー比較/マージ セッションでアイテムをフィルタリングする
フィルタを作成する
事前定義フィルタを適用する
フィルタをコピーする
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変更パッケージのプロパティ
ここでは、変更パッケージのプロパティ ダイアログ ボックスに表示されているプロパティおよびその詳細について説明しま
す。 変更パッケージのプロパティ ダイアログ ボックスには以下のタブ ページがあります。

変更パッケージ
以下のプロパティが 変更パッケージのプロパティ で利用できます。 適切なアクセス権を持っているユーザーは、これらの
プロパティを変更することができます。
プロパティ

説明

[名前]

変更パッケージのテキストの識別情報を表示します。 同一のターゲット ビューに対する他のすべての
変更パッケージで一意である必要があります。 デフォルトでは、タイムスタンプを含む名前が StarTeam
により生成され、名前が重複しないようになっています。このプロパティは、変更パッケージ オブジェクト
の第 1 のデスクリプタです。

[説明]

変更パッケージの完全な説明を表示します。 説明プロパティは、変更パッケージの処理アイテム（テス
ト担当者、レビュー担当者、開発担当者へのメモなど）で利用できないことを文書化するために、一般的
に使用します。

[セッション タイプ]

変更パッケージの基本タイプを定義します。 このタイプは、変更パッケージが最初に作成されたときに
設定され、以降変更できません。 VCM と同じ次の値があります： 再ベース、複製、プロモート。

[ターゲット ビュー]

変更パッケージのターゲット ビューの名前を表示します。

[ソース ビュー]

変更パッケージのソース ビューの名前を表示します。

[コミット日時]

変更パッケージがコミットされたタイムスタンプ、もしくは、まだコミットされていない場合には、null を表
示します。 このプロパティはユーザーが直接変更できません。 コミット済みの変更パッケージは変更で
きません（リビジョン コメントを除く）。

[状態]

変更パッケージの現在のワークフロー状態を示します。 Hamachi リリースでは、このプロパティは、ユー
ザーが直接変更もカスタマイズもできません。 さらに、変更パッケージはユーザーがカスタマイズ可能
なワークフローに統合されません。したがってこのプロパティの値は、変更パッケージに対して実行され
る処理と実行状況により定義されます。 状態プロパティの初期の列挙値は次のとおりです。
[新規]： これは、すべての変更パッケージが最初に作成されたときに受信する状態で、更新がまだ定義
されていない状態です。
[コミット]： この状態では、変更パッケージがコミット済みで、したがってその変更が適用済みです。コミッ
ト済みの変更パッケージは変更できなくなります（リビジョン コメントを除く）。

[トランザクション ID]

変更パッケージの更新が適用されたトランザクションの ID を保持します。 コミット済み 状態の前は、こ
の値は null になります。 他の状態では、この値を使用して、監査 タブや StarTeam Server のコマン
ド トレース ファイル経由でトランザクションで使用されたコマンドの監査レコードをクエリできます。

[コミット前ビュー ラベル]

ターゲット ビューで作成された変更前のリビジョン ラベルの名前を保持します。 このラベル タイプが作
成されていなかった場合、このプロパティは null になります。

[コミット前リビジョン ラベル] ターゲット ビューで作成された変更前のリビジョン ラベルの名前を保持します。 このラベル タイプが作
成されていなかった場合、このプロパティは null になります。
[コミット後ビュー ラベル]

ターゲット ビューで作成された変更後のビュー ラベルの名前を保持します。 このラベル タイプが作成
されていなかった場合、このプロパティは null になります。

[コミット後リビジョン ラベル] ターゲット ビューで作成された変更後のリビジョン ラベルの名前を保持します。 このラベル タイプが作
成されていなかった場合、このプロパティは null になります。
[コミット実行者]

変更パッケージをコミットしたユーザーの名前、もしくは、まだコミットされていない場合には、null を表示
します。

[以下のビルドでコミット]

変更パッケージがコミットされた後、同じビュー内で作成された最初のビルド ラベルの名前、もしくは、ま
たコミットされていない場合には、null を表示します。
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変更パッケージがコミットされている場合、このプロパティは、新しいビルド ラベルが作成されるまで、次
のビルド と表示します。
[担当者]

変更パッケージに対して現時点で責任を持つユーザーの名前を表示します。 初期値としては、その変
更パッケージを最初に作成したユーザーに設定されます。
担当者が別のユーザーに変更された場合に、E メール通知が有効になっていると、新しいユーザーに
変更の通知がいきます。

他のサーバー サービス
StarTeam Server の持続的なバージョン管理サービスに加えて、変更パッケージでは、サーバーのロック サービスも使用
します。 つまり、変更パッケージは、排他的ロックまたは共有ロックによりロックできます。 編集用に開くと、保存された変更
セッションに、排他的ロックが自動的に適用されます。 変更セッションは、読み取り専用モードで開くこともできます。ただし
この場合は非排他的ロックは適用されません。
注: 変更パッケージに "フラグ"（ブックマーク）を設定できません。
関連参照
変更パッケージのプロパティ
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バージョン生成オブジェクトのプロパティ
バージョン生成を使用するオブジェクトすべてに共通なプロパティおよび定義について説明します。 参照用に、これらの共
通プロパティを以下にまとめます。
外部（内部）プロパティ名

タイプ

説明

[コメント]

テキスト

この設定済みのプロパティは、格納先が ShortComment テーブルか LCOMM テ
ーブルかに関わらず、オブジェクトのリビジョン コメントを示します。

整数

2,000 文字未満のリビジョン コメントが存在する場合、このフィールドはコメント
全文を保持する LCOMM テーブルへの外部キーとなります。

整数

オブジェクトを最初に作成したユーザーの ID。

(Comment)
[コメント ID]
(CommentID)
[作成者]
(CreatedUserID)
[作成日時]

タイムスタンプ オブジェクトが作成された日付と時刻。

(CreatedTime)
[削除者]

整数

(DeletedUserID)
[削除日時]
(DeletedTime)
[ドット記法]

タイムスタンプ オブジェクトが削除された日付と時間。 0 は、オブジェクトがまだ "存続" して
いることを示します。 ゼロでない値は、そのレコードがソフトデリートされている
ことを示します。
テキスト

(DotNotation)
[最終変更日時]
(EndModifiedTime)
[ロックしたユーザー]

この算出されたプロパティは、オブジェクトのバージョンをドット記法で表示した
ものです。

タイムスタンプ このオブジェクト リビジョンが他のリビジョンに置き換えられた日付と時間。 0
は、最新の（チップ）リビジョンであることを示します。
整数

現在オブジェクトを排他的ロックしているユーザーの ID。 -1 は、オブジェクト
が排他的ロックされていないことを示します。

整数

オブジェクトを最後に変更したユーザーの ID。

(ExclusiveLocker)
[変更者]

オブジェクトを削除したユーザーの ID。 -1 は、オブジェクトがまだ "存続" し
ていることを示します。

(ModifiedUserID)
[変更日時]

タイムスタンプ そのオブジェクトが最後に変更された日付と時間。

(ModifiedTime)
[自分でかけたロック]

整数

クライアントに算出されるこのプロパティは、現在のユーザーがこのオブジェク
トをロックしているかどうかを示します。

テキスト

クライアントに算出されるこのプロパティは、新しいリビジョン コメント値のプレ
ース ホルダーの役割を果たします。

(MyLock)
[新規リビジョンのコメント]
(NewRevisionComment)
[非排他的にロックしているユーザー] テキスト

現在オブジェクトを非排他的ロックしているユーザーがいる場合、その一覧。

(NonExclusiveLockers)
[オブジェクト ID]

整数

データベース内で各オブジェクトを一意に識別する ID。

整数

この算出されるプロパティは、そのオブジェクトが現在読み取り専用かどうかを
示します。

整数

このフィールドは現在、常にゼロです。

(ID)
[読み取り専用]
(ReadOnly)
[リビジョン フラグ]
(RevisionFlags)
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[簡単なコメント]

テキスト

リビジョン コメントが 2,000 文字未満の場合、その値。

整数

このオブジェクト リビジョンのリビジョン番号。 最初のリビジョンは 0 です。

(ShortComment)
[バージョン]
(RevisionNumber)

関連参照
変更パッケージのプロパティ
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ビュー比較/マージの用語
ここでは、ビュー比較/マージで使われる標準的な用語について説明します。
用語

定義

アクション

ソース ビューとターゲット ビュー間のアイテムの差分を解決するための方策を指します。 デフォ
ルトのアクションは、マージ方法およびユーザーによって指定されたオプションに基づき選択され
ますが、ユーザーによりアクションが実行に移される前に変更されることもあります。 アクションに
は、無視する、共有、リバース共有、削除、上書き、マージ、再固定、移動など多数の種類が存在
します。 いくつかの差分に対しては、アクションを組み合わせて使用することもできます。 例とし
て、移動とマージ、移動と再固定などが挙げられます。それぞれのアクションに対する詳細は、下
にある関連コンセプトのリンク「ビュー比較/マージのアクション」を参照してください。
アクティビティ ビュー すべてを分岐した、バリアントの（派生した）子ビューを指します。このようなビューは期間が制約さ
れた開発業務のために用いられます。 たとえば、機能拡張や不具合修正が必要なとき、メイン ビ
ューからアクティビティ ビューが作成されます。メイン ビューにはマイルストーンが成立したときの
ものを利用します（例：ビュー ラベルなど）。 アクティビティ ビューでの変更は、アイテム分岐の原
因となります。 メイン ビューに対する変更は、アクティビティ ビューに対して反映させるべき場合
もあります。 最終的には、アクティビティ ビューに対する変更はメイン ビューに反映され、アクティ
ビティ ビューは非アクティブになります。
分岐
変更時に分岐 のプロパティが設定されているアイテムに対して、新しいリビジョンが共有の場所
に作成された場合、そのアイテムに対する新しい分岐が作成され、チップ リビジョンにドット記法
が反映されます。 一度分岐したアイテムは再び共有を設定しない限り、二度と分岐しません。
注： 分岐できるのは、フォルダ、ファイル、変更要求のみで、 その他のアイテムは分岐することが
できません。
アイテムが最初に作成された場所では分岐することができません。 アイテムが共有されると、そ
のアイテムは分岐動作を備えることになります。 デフォルトで、共有アイテムはビューに対して 変
更時に分岐 プロパティが設定されるという分岐動作を備えます。しかし、このプロパティは手動で
オフにすることができます。 変更時に分岐 が設定されていると、次のリビジョンで分岐され、ドット
記法に整数値のペアが加えられます。

共通の祖先

競合

2 つのリビジョンをドット記法で比較すると、それらが同じ分岐なのか、異なる分岐なのかを知るこ
とができます。 2 つのドット記法が同じ桁数の整数で、（最後の整数値を除き）値が一致する場
合、それらのリビジョンは同じ分岐です。 整数の桁数が異なる場合、または最後の整数値以外の
値が異なる場合、2 つのアイテムは異なる分岐ということを示します。 たとえば、1.7 と 1.7.1.0
は同じ分岐ではありません。 1.7.1.0 と 1.7.2.0 も同じ分岐ではありません。 1.7 と 1.9 は同じ
分岐です。 1.7.1.8 と 1.7.1.15 も同じ分岐です。
2 つの合致する共通の祖先とは、これらのアイテムの履歴で共通する最新リビジョン、またはマー
ジ ポイントを使用した場合においては、マージ ポイントが設定されたソースのリビジョンを指しま
す。 たとえば、ルート ビューがソース ビュー、ルートから分岐した子ビューがターゲット ビューで、
マージ ポイントが設定されていないと仮定します。 ソースのアイテムのドット記法が 1.9 で、ター
ゲットのアイテムが 1.7.1.2 であるとすれば、共通の祖先は 1.7 で、子ビューが作成されたとき
のチップ リビジョンがこのリビジョンであると考えられます。 ビュー比較/マージは、合致するアイ
テムの変更がソースのアイテムで行われたのか、ターゲットで行われたのかを判断するために共
通の祖先を使用します。
マージ時には、2 つの合致するアイテムのプロパティまたは内容を手作業で調べることが必要と
なります。 ファイルの内容においては、共通の祖先または最新のマージ ポイントの時点から 2 つ
の合致するブロックまたは行で両者に変更が行われた場合に競合が発生します。 プロパティにお
いては、合致するアイテム双方のプロパティが変更されると、手作業で修正しなければいけない
競合が発生します。 どちらか一方のみのプロパティの値の変更は競合とはなりません。 ソースの
プロパティのみが変更された場合、そのプロパティに対する差分は、ソースのプロパティの値をタ
ーゲットに上書きする方法で自動的に解決することができます。 ターゲットのみが変更されている
場合、その差分は無視されます。
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差分

ドット記法

変動構成

無視する

マージ

マージ ポイント

マージ タイプ
プロモート

再ベース

ソース ビューのアイテムとターゲット ビューのアイテムが一致しないことを表します。 例として、ア
イテムが一方のビューにしか存在しない、両方のビューに存在するが異なるフォルダに存在す
る、両方のビューに存在するが異なるリビジョンである、などが挙げられます。
ドット（ピリオド）で分割された整数値で構成され、そのリビジョンがどの分岐に属し、分岐のどの場
所に存在するのかを示します。
たとえば、ファイルをルート ビューに追加するとします。 ファイルの最初のリビジョンのドット記法
は 1.0 となり、2 番目のリビジョンのドット記法は 1.1 となります。以降も同じルールが適用されま
す。 ルート ビューの子ビューとして 2 つの分岐ビューを作成したと仮定します。双方のビューに
は info.htm が含まれ、子ビューが作成されたときの info.htm のチップ リビジョンが 1.7 としま
す。 子ビューは両方とも info.htm のリビジョンの履歴として 1.0 から 1.7 まで表示することが可
能です。 この履歴から、これらのリビジョンが親ビューで作成されたことが分かります。 ここで 1
番目の子ビューで、info.htm に変更が加えられ、チェックインされたとします。 新しいリビジョンは
（この子ビューでは info.htm の最初のリビジョン）のドット記法は 1.7.1.0 となります。 これは新
しい分岐です。 先の同様の例の続きを行います。開発者が 2 番目の子ビューで、info.htm に別
の変更を加えたとします。 これらの変更がチェックインされると、新しいリビジョンのドット記法（2
番目のビューの info.htm の最初のリビジョン）は 1.7.2.0 となり、分岐が発生します。 ドット記
法は、1 番目の子ビューで分岐が行われている 1.7.1.0 にはなりません。
特定のラベルの構成を持たない共有アイテムで、プロモート状態、またはタイムスタンプにより変
動と判断されるものを指します。 たとえば、リビジョン 1.7 のアイテムが 2 番目のビューに共有さ
れており、変動が許可されていると仮定します。 元のアイテムがリビジョン 1.8 から 1.9 へと変更
されると、共有アイテムも同様のリビジョンに変更されます。 アイテムが固定されると、変動共有
が取り消され、分岐が発生するまでは固定されたリビジョン番号のままとなります。
ビュー比較/マージは何のアクションも行いません。 どのようなアイテムに対しても、このアクショ
ンが選択可能です。 このアクションがデフォルトであることも、唯一実行可能なアクションであるこ
ともあります。 たとえば、ソースからアイテムが削除され、ターゲットの合致するアイテムが使用中
であるばかりではなく、前回のマージから変更も加えられている場合、ビュー比較/マージはター
ゲット ビューにこのアイテムを残します。 この場合のデフォルトのアクションは、2 つの合致するア
イテムの差分を無視する、となります。
マージが選択された場合、ビュー比較/マージは合致するアイテムのプロパティをマージし、ターゲ
ット ビューに新しいリビジョンを作成します。 マージは自動的に行うこともできますし、手動で行う
こともできます。 なお、競合がある場合は手動でマージする必要があります。 このとき、ビュー比
較/マージは将来のためにマージ ポイントを設定します。
マージ ポイントは、ソース ビューのアイテムの特定リビジョンとターゲット ビューで合致するアイテ
ムの特定リビジョン間でマージが行われたことを示します。 また、マージ ポイントはどのアイテム
がソースで、どのアイテムがターゲットであったかを示します。 マージ時には以前のリビジョンであ
る共通の祖先を使用します。 将来の比較とマージにおいて、マージ ポイントが設定された時点か
らソースとターゲットのアイテムが変更されていない場合、ビュー比較/マージはどのようなアクシ
ョンも実行しません。 マージ ポイントは マージ、上書き、解決済みとしてマーク のいずれかのア
クションが実行された場合に設定されます。
ビュー比較/マージの方策全般を指します。 マージのタイプとして、再ベース、プロモート、複製が
あります。
プロモートは、子ビューで行われた変更を親ビューに反映させます。 通常、子ビューで変更を行う
と分岐が発生します。この変更はほとんどの場合、親ビューにマージされます。 アイテムが子ビュ
ーにしか存在しない場合、親ビューにリバース共有することができます。 リバース共有は、親ビュ
ーがアイテムの参照ツリーのルートであるということからもお勧めできます。
再ベースは、親ビューで行われた変更を子ビューに反映させます。 子ビューで変更が行われなか
ったアイテムは、親ビューで合致するアイテムの現在のリビジョンを子ビューのアイテムに単純に
再固定するだけで再ベースされます。
再ベースの例：1 週間前にルート ビューから子ビューを作成し、待機していたとします。 先週に
は、ルート ビューに数点の変更が行われましたが、子ビューにはわずか、または何も変更が加え
らませんでした。 再ベースは、子ビューの各アイテムが親ビューの現在のリビジョンに再固定され
るよう、子ビューを変更します。 親ビューに新しいアイテムがある場合は子ビューに共有されま
す。 子ビューのアイテムが分岐している場合、再固定することができず、マージが必要となりま
す。
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リリース ビュー

再固定

複製

リバース共有

共有

ソース ビュー

ターゲット タイプ
ターゲット ビュー

すべてを分岐したバリアントの（派生した）子ビューを指します。このようなビューは、特定のリリー
スに対するメインテナンスを継続するために用いられます。 リリース ビューはビュー ラベルなど
特定のマイルストーンのメインのビューから作成されます。 リリース ビューには不具合の改修や
軽微な機能強化などの変更が加えられます。 これらの変更のいくつかは、メイン ビューまたはそ
の他のリリース ビューに対して、反映する必要があります。 また、メイン ビューに対する変更のい
くつかは、リリース ビューに反映する必要があります。
合致するアイテムが同じ分岐に存在すれば、ターゲット ビューのアイテムを再固定することができ
ます。 再固定を実行すると、合致するアイテムに対する共通の祖先を変更することになります。
これにより、ターゲット ビューのチップ リビジョンが少なくも 1 リビジョン上がります。 たとえば、ソ
ース ビューのアイテムが 1.9 で、ターゲット ビューのアイテムが 1.7 とします。再固定をすると、
ターゲット ビューのチップ リビジョンは 1.9 となります。 これは、アイテムの構成時間の設定を、
ソース ビューで 1.9 のリビジョンが作成された後の時間まで進めたことを意味します。 この時点
から、2 つのアイテムの共通の祖先がリビジョン 1.9 となります。 ソース ビューが子ビューの親ビ
ューである場合、再固定は再ベース時に最も一般的に使用されます。
ビューが親子関係ではない場合、ビュー比較/マージは複製が実行されることを想定します。 複
製実行時に使用可能なアクション、およびビュー比較/マージが選択するデフォルトのアクションは
再ベースと同様です。 しかし、再固定が再ベースで最も使用されるアクションであるのに対して、
複製ではほとんど使用されることはありません。 これはビュー間の関係に依存します。アイテムが
同じ分岐に存在することがまれであるからです。
アイテムがリバース共有される場合、ソース ビューからターゲット ビューにアイテムが移動し、ソ
ースに共有が返されます。 双方のビューのアイテムのデータは一致し、リビジョン番号やドット記
法なども一致します。 しかし、参照ツリーは次のとおり変更されます： ソース ビューのアイテムは
ターゲット ビューの参照ビューのアイテムの子となり、以前までの親子関係が逆転します。 ソー
ス ビューに存在する元のアイテムとソース ビューに新しく返された共有（リバース共有）との違い
は、参照ツリーでの位置および 変更時に分岐 のステータスです。 ステータスは、ソース ビューに
設定されているデフォルトの 変更時に分岐 の設定により決定され、オンまたはオフとなります。
ターゲット ビューのアイテムは、場所が変更されたにせよ、元々ソースにあったアイテムと一致し
ます。 同じプロパティを持ち、同じ参照ツリーに存在します。
たとえば、フォルダ A からフォルダ B にアイテム M を共有すると、A から B に M が単純にコピー
され、B に M の共有の子 M1 が作成されます。 A から B にリバース共有する場合、A から B
に M が移動され、A に再びコピー（共有）が返ってきます。A には M の共有の子 M1 が作成され
ます。 この手法により A から B にアイテムの "所有者移動" を行います。
アイテムには共有操作（ドラッグ＆ドロップ）によって、手動で共有が設定できます。 子ビューを作
成すると、アイテムは自動的に共有されます。 共有したアイテムは分岐することもできます。 アイ
テムが 1 つの場所から別の場所に手動または自動で共有されると、新しい場所のアイテムは同
じデータを持ち、同じリビジョン番号、同じドット記法などを持ちます。 しかし、このアイテムに対す
る新しい参照は、このアイテムの参照ツリーに現れます。 元のアイテムと共有アイテムとの違い
はそれらの場所と、おそらく、変更時に分岐 のステータスのみでしょう。 ステータスは、受け取り
側のビューに設定されているデフォルトの 変更時に分岐 の設定により決定され、オンまたはオフ
となります。 後に、変更時に分岐 のステータスは手動で変更することができます。 変更時に分
岐 ステータスがオンの共有アイテムが変更されると、アイテムは分岐され、変更時に分岐 のステ
ータスは無効になります。
ターゲット ビューと比較する際に対となるビューを指します。 場合によっては、ソース ビューでの
変更がターゲット ビューにマージされます。ソース ビューをロールバックに使用することも、ソー
ス ビューが読み取り専用の構成であることもあります。
ビュー比較/マージの際に、比較またはマージを行う対象のアイテム タイプを指します。
ソース ビューと比較する際に対となるビューを指します。場合によっては、ソース ビューでの変更
がターゲット ビューに反映されます。 ターゲット ビューは、更新可能なバリアント（分岐した）のビ
ュー、またはどこからも派生していない（ブランクの）ビューである必要があります。
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関連概念
ビュー比較/マージ（VCM）の概要
ビュー比較/マージのアクション
ビュー比較/マージ セッション パースペクティブ
VCM マージのタイプ、ルール、およびシナリオ
ビュー マージ タイプのシナリオ
関連手順
ビューを比較およびマージする
ビューを比較およびマージする
ビュー比較/マージ セッションの作業フォルダを変更する
コマンドラインからビュー比較/マージを実行する
関連参照
ビュー比較/マージ ウィザード
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Cross-Platform Client メニュー
このセクションでは、StarTeam Cross-Platform Client のメニュー コマンド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] メニュー
ここでは、Cross-Platform Client の プロジェクト メニューにあるメニュー コマンドについて説明します。
[ビュー] メニュー
ここでは、Cross-Platform Client の ビュー メニューにあるメニュー コマンドについて説明します。
[フォルダ ツリー] メニュー
ここでは、Cross-Platform Client の フォルダ ツリー メニューにあるメニュー コマンドについて説明します。
[フォルダ] メニュー
ここでは、Cross-Platform Client の フォルダ メニューにあるメニュー コマンドについて説明します。
[ファイル] メニュー
ここでは、Cross-Platform Client の ファイル メニューにあるメニュー コマンドについて説明します。
[変更要求] メニュー
ここでは、Cross-Platform Client の 変更要求 メニューにあるメニュー コマンドについて説明します。
[要件] メニュー
ここでは、Cross-Platform Client の 要件 メニューにあるメニュー コマンドについて説明します。
[タスク] メニュー
ここでは、Cross-Platform Client の タスク メニューにあるメニュー コマンドについて説明します。
[トピック] メニュー
ここでは、Cross-Platform Client の トピック メニューにあるメニュー コマンドについて説明します。
[監査] メニュー
ここでは、Cross-Platform Client の 監査 メニューにあるメニュー コマンドについて説明します。
[ツール] メニュー
ここでは、Cross-Platform Client の ツール メニューにあるメニュー コマンドについて説明します。
[ウィンドウ] メニュー
ここでは、Cross-Platform Client の ウィンドウ メニューにあるメニュー コマンドについて説明します。
[ヘルプ] メニュー
ここでは、Cross-Platform Client の ヘルプ メニューにあるメニュー コマンドについて説明します。
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[プロジェクト] メニュー
ここでは、Cross-Platform Client の プロジェクト メニューにあるメニュー コマンドについて説明します。
プロジェクト メニューは、上部ペインで選択されているコンポーネントにかかわらず、メイン ウィンドウに常に表示されま
す。 ユーザーに割り当てられている特権および実行する必要のある作業によっては、一部オプションが使用できない場合
があります。
[プロジェクト] メニュー コマンド

説明

新規作成...

新規プロジェクト ウィザード が起動し、新しいプロジェクトを作成します。

開く...

プロジェクトを開く ウィザードが起動し、既存のプロジェクトを開きます。

閉じる

現在のプロジェクトを閉じます。

ショートカットを開く...

ショートカットを作成した時点で構成に存在していたショートカットに関連付けられているプロジェ
クト ビューが開きます。 ショートカットを作成した時点で構成に存在していた各ビューが表示され
ます。

名前を付けてショートカットを保存... 現在のプロジェクト ビューに新しいショートカットを作成できます。 通常、ショートカットはデスクト
ップに保存されます。
StarTeam URL を開く...

プロジェクト、ビュー、フォルダ、ビュー外のフォルダおよびアイテムへの StarTeam URL ショート
カット リンクを開きます。 これによって、ユーザーはプロジェクト内の特定の場所にすばやくアク
セスできます。

最近開いたプロジェクト

最近開いたプロジェクト ビューを開き直します。

プロパティ...

現在のプロジェクトの プロジェクト プロパティ ダイアログ ボックスが開きます。

アクセス権...

現在のプロジェクトの プロジェクトのアクセス権 ダイアログ ボックスが開きます。

Delete（削除）

プロジェクトを削除します。

接続のプロパティ...

現在のプロジェクトの 接続のプロパティ ダイアログ ボックスが開き、接続に関する現在のサー
バーの説明、アドレス、エンドポイント、ユーザー名、およびログオン日時を表示します。

ログオフ

このセッションの間にログインしたこのサーバーのすべてのビューを閉じます。

終了

アプリケーションを終了します。

関連手順
プロジェクトを管理する
関連参照
Cross-Platform Client メニュー
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[ビュー] メニュー
ここでは、Cross-Platform Client の ビュー メニューにあるメニュー コマンドについて説明します。
ビュー メニューは、上部ペインで選択されているコンポーネントにかかわらず、メイン ウィンドウに常に表示されます。 ユー
ザーに割り当てられている特権および実行する必要のある作業によっては、一部オプションが使用できない場合がありま
す。
[ビュー] メニュー コマンド 説明

新規作成...

新規ビュー ウィザード が起動し、新しいビューを作成します。

Delete（削除）

現在のプロジェクトからビューを削除できます。

ビューの選択...

現在のオブジェクトのビュー ツリーを表示するダイアログ ボックスが開き、他のビューを選択して起動でき
ます。

構成の選択...

ビュー構成の選択 ダイアログ ボックスが開き、ラベル、プロモーション状態、日時に基づいて現在のビュー
にチェックアウトするファイルを指定できます。

プロパティ...

現在のビューの ビューのプロパティ ダイアログ ボックスが開きます。

アクセス権...

現在のビューの ビューのアクセス権 ダイアログ ボックスが開きます。

ラベル...

ラベル ダイアログ ボックスが開き、ビュー ラベルまたはリビジョン ラベルの作成、削除、または凍結（ロッ
ク）、またはそのプロパティの確認ができます。

プロモーション...

プロモーション ダイアログ ボックスが開き、プロモーション状態の作成、編集、削除、並べ替え、またはアク
セス権の設定を行うことができます。 プロモーション状態とは、さまざまなステージ（開発、テスト、実稼動な
ど）を経て完了に至るファイルをグループ化するための手段です。

比較/マージ

ビュー比較/マージ ウィザード が開き、さまざまなビューを比較したりマージしたりできます。

関連手順
ビューを管理する
関連参照
Cross-Platform Client メニュー
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[フォルダ ツリー] メニュー
ここでは、Cross-Platform Client の フォルダ ツリー メニューにあるメニュー コマンドについて説明します。
フォルダ ツリー メニューは、上部ペインで選択されているコンポーネントにかかわらず、メイン ウィンドウに常に表示されま
す。 ユーザーに割り当てられている特権および実行する必要のある作業によっては、一部オプションが使用できない場合
があります。
[フォルダ ツリー] メニュー コマンド 説明

新規作成...

新規フォルダ ウィザード が起動し、現在のビューに新しいフォルダを作成します。

ビューに追加

選択したローカル フォルダを現在のビューに追加します。

Delete（削除）

StarTeam リポジトリからファイルとサブフォルダを削除します。 オプションで、ローカル作業フォル
ダを削除できます。

作業フォルダの作成

作業フォルダへのパスをハード ディスク上に作成します。 作成しない場合、ハード ディスク上に作
業フォルダへのパスが存在しなければ、ファイルを追加したりその作業フォルダからファイルをチェ
ックインしたりする前に手動で作成する必要があります。

ローカル フォルダの削除

指定したローカル フォルダとサブフォルダを削除します。 このアクションでは、StarTeam リポジトリ
からフォルダやサブフォルダを削除することはありません。

ローカル フォルダを開く

ファイル ブラウザにローカル フォルダを開きます。

ビュー外のフォルダを表示

切り替えスイッチとして機能します。 ビュー外のフォルダをクライアントで表示するために選択しま
す。 ビュー外のフォルダは、ローカル作業フォルダに置かれますが、StarTeam リポジトリには追加
されていません。

ロック/ロック解除...

自分のロック ステータスの設定 ダイアログ ボックスが開き、フォルダに対するロック ステータス
（[ロック解除]、[排他的]、[非排他的]）を指定したり、フォルダに対する既存のロックを強制解除し
たりできます。

プロパティ...

選択したフォルダの フォルダ プロパティ ダイアログ ボックスが開きます。

ラベル...

ラベル ダイアログ ボックスが開き、ラベルを割り当てたり、フォルダからラベルを削除したりできま
す。

詳細

動作...

アイテムの動作 ダイアログ ボックスが開き、選択したフォルダの動作を表示したり変更したりでき
ます。

詳細

参照...

フォルダ参照 ダイアログ ボックスが開き、元のフォルダまたはアイテムとそれをベースとする別の
フォルダまたはアイテムとの間の関係を表示できます。

詳細

アクセス権...

選択したフォルダの フォルダのアクセス権 ダイアログ ボックスが開きます。

詳細

ビュー比較/マージ...

ビュー比較/マージ ウィザード が開きます。

リンク

リンクの作成

選択したフォルダから別のアイテムへのリンクを開始します。

リンク

リンクの完了

あるフォルダから選択したアイテムへのリンクを完了します。

リンク

リンクのキャンセル

リンク作成処理を中止します。

URL をクリップボードにコピー

選択したアイテムへのプレーン テキスト バージョンの URL と HTML 形式のリンクがクリップボード
にコピーされます。 クリップボードから、選択したアプリケーションにこの URL を貼り付けることが
できます。

関連手順
フォルダとアイテムで作業する
関連参照
Cross-Platform Client メニュー
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[フォルダ] メニュー
ここでは、Cross-Platform Client の フォルダ メニューにあるメニュー コマンドについて説明します。
ファイル メニューは、上部ペインで [フォルダ] コンポーネントを選択するとメイン ウィンドウに表示されます。 ユーザーに割
り当てられている特権および実行する必要のある作業によっては、一部オプションが使用できない場合があります。
[フォルダ] メニュー コマンド

説明

新規作成...

新規フォルダ ウィザード が起動し、現在のビューに新しいフォルダを作成します。

ビューに追加

選択したローカル フォルダを現在のビューに追加します。

作業フォルダの作成

作業フォルダへのパスをハード ディスク上に作成します。 作成しない場合、ハード デ
ィスク上に作業フォルダへのパスが存在しなければ、ファイルを追加したりその作業フ
ォルダからファイルをチェックインしたりする前に手動で作成する必要があります。

ローカル フォルダの削除

指定したローカル フォルダとサブフォルダを削除します。 このアクションでは、StarTeam
リポジトリからフォルダやサブフォルダを削除することはありません。

ローカル フォルダを開く

ファイル ブラウザにローカル フォルダを開きます。

プロパティ...

選択したフォルダの フォルダ プロパティ ダイアログ ボックスが開きます。

URL をクリップボードにコピー

選択したアイテムへのプレーン テキスト バージョンの URL と HTML 形式のリンクが
クリップボードにコピーされます。 クリップボードから、選択したアプリケーションにこ
の URL を貼り付けることができます。

メールで送信...

フォルダ プロパティのコピーを 1 人または複数のチーム メンバに電子メールで送信し
ます。

ショートカットを保存...

選択したフォルダへのショートカットを作成します。 このショートカットを使用すると、ア
プリケーションを起動したり、ショートカット作成時の構成でプロジェクト ビューを開いた
り、選択したフォルダ用の プロパティ ダイアログ ボックスを開くことができます。

ロック/ロック解除...

自分のロック ステータスの設定 ダイアログ ボックスが開き、フォルダに対するロック
ステータス（[ロック解除]、[排他的]、[非排他的]）を指定したり、フォルダに対する既存
のロックを強制解除したりできます。

プロパティの比較...

選択した 2 つのフォルダのプロパティを比較します。

ラベル

新規作成...

新規リビジョン ラベルの添付 ダイアログ ボックスが開き、新しいリビジョン ラベルを作
成して、選択したフォルダ（複数可）に添付できます。

ラベル

添付...

ラベルの添付 ダイアログ ボックスが開き、選択したフォルダ（複数可）に既存のラベル
を添付できます。

ラベル

添付解除...

ラベルの添付解除 ダイアログ ボックスが開き、選択したフォルダ（複数可）からラベル
を削除できます。

詳細

エクスポート...

エクスポート ダイアログ ボックスが開き、上部ペインに表示されているデータを、スプ
レッドシートやデータベースなどのアプリケーションで使用できるようにエクスポートで
きます。

詳細

動作...

アイテムの動作 ダイアログ ボックスが開き、選択したフォルダの動作を表示したり変
更したりできます。

詳細

アイテムのアクセス権...

選択したフォルダの フォルダのアクセス権 ダイアログ ボックスが開きます。

詳細

コンポーネントのアクセス権...

フォルダ コンポーネントのアクセス権 ダイアログ ボックスが開きます。

詳細

ビュー比較/マージ...

ビュー比較/マージ ウィザード が開きます。

選択

すべて選択

上部ペインに表示されているフォルダをすべて選択します。

選択

クエリで...

クエリの選択 ダイアログ ボックスが開き、クエリを指定し、指定したクエリに一致する
すべてのアイテムを選択して、上部ペインに表示できます。
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選択

ラベルで...

ラベルの選択 ダイアログ ボックスが開き、ラベルを指定し、指定したラベルを持つす
べてのアイテムを選択して、上部ペインに表示できます。

すべての子孫

フォルダ ツリーから選択したフォルダに関連付けられているすべての子フォルダを表
示します。 このオプションを選択していない場合、上部ペインには、フォルダ ツリーか
ら選択したフォルダに関連付けられているファイルのみが表示されます。

Delete（削除）

StarTeam リポジトリからファイルとサブフォルダを削除します。 オプションで、ローカル
作業フォルダを削除できます。

検索

指定したテキスト文字列に一致するテキストを含むすべてのフォルダを検索します。

次を検索

指定したテキスト文字列に一致するテキストを含む次のフォルダを検索します。

前を検索

指定したテキスト文字列に一致するテキストを含む前のフォルダを検索します。

フィルタ

フィールドの表示...

フィールドの表示 ダイアログ ボックスが開き、上部ペインに表示する列見出しを選択
できます。

フィルタ

ソートと分類...

ソートと分類 ダイアログ ボックスが開き、上部ペインに表示するデータを、最大 4 つま
でのフォルダ プロパティに基づいてソートおよび分類する方法を指定できます。

フィルタ

クエリ...

クエリ ダイアログ ボックスが開き、クエリの作成や適用ができます。 クエリ条件に一致
するアイテムが、上部ペインの各行に表示されます。

フィルタ

現在の設定を保存...

現在の設定を保存 ダイアログ ボックスが開き、現在の列見出し、クエリ、およびソー
ト/分類方法をフィルタとして保存し、後で再適用できるようにします。

フィルタ

現在の設定をリセット

サーバーに現在定義されているデフォルト フィルタに戻します。

フィルタ

フィルタ...

フィルタ ダイアログ ボックスが開き、現在のコンポーネントに適用できるフィルタを表
示します。 このオプションを使用して、フィルタを選択したり新規作成したりできます。
フィルタ リスト ボックス内でフィルタ名の先頭にアスタリスクが付いている場合は、そ
のフィルタの適用後に上部ペインの内容が変更されたことを示します。 たとえば、表示
するフィールドの追加、アイテムの分類方法の変更、あるいは別のクエリの適用などで
す。

レポート...

レポート ダイアログ ボックスが開き、選択したフォルダを使用するレポートを作成でき
ます。

グラフ

単純...

単純グラフを作成します。 単純グラフには、1 系列のみ表示されます。

グラフ

相関...

相関グラフを作成します。 相関グラフは、複数の系列の数値間に存在する関係または
関係の度合いを示します。

グラフ

時系列...

時系列グラフを作成します。 時系列グラフは線グラフの一種で、指定された日時フィー
ルドに同じ日、週、あるいは月が設定されているアイテムの数を示します。

リンク

リンクの作成

選択したフォルダから別のアイテムへのリンクを開始します。

リンク

リンクの完了

あるフォルダから選択したアイテムへのリンクを完了します。

リンク

リンクのキャンセル

リンク作成処理を中止します。

リンクされたファイル

すべてチェックイン...

アイテムにリンクされた現在のビューからファイルをチェックインします。

リンクされたファイル

すべてチェックアウト... アイテムにリンクされた現在のビューからファイルをチェックアウトします。

リンクされたファイル

すべて選択

現在のビューから、リンクされたアイテムに関連付けられたすべてのファイルを選択し
ます。

リンクされたファイル

選択内容に追加

上部ペインが開いてファイル ペインとなり、すべての子孫ビューが有効になり、アイテ
ムにリンクされたすべてのファイルが既存のファイル選択に追加されます。

819

関連手順
フォルダとアイテムで作業する
関連参照
Cross-Platform Client メニュー

820

[ファイル] メニュー
ここでは、Cross-Platform Client の ファイル メニューにあるメニュー コマンドについて説明します。
ファイル メニューは、上部ペインで [ファイル] コンポーネントを選択するとメイン ウィンドウに表示されます。 ユーザーに割
り当てられている特権および実行する必要のある作業によっては、一部オプションが使用できない場合があります。
[ファイル] メニュー コマンド

説明

開く...

選択したファイルをそれに関連付けられているアプリケーションで開くか、実行可能フ
ァイルを起動します。 ファイルのローカルなコピーがない場合、アプリケーションはロー
カルな作業ディレクトリにコピーを保存するか聞いてきます。

edit

選択したファイルを、システムが使用するデフォルトのテキスト エディタで、または、代
替アプリケーション ダイアログ ボックスで指定したエディタで編集します。

コンテナ フォルダを開く

ファイル ブラウザで、そのファイルがあるローカル フォルダを開きます。

プロパティ...

選択したファイルの ファイル プロパティ ダイアログ ボックスが開きます。

URL をクリップボードにコピー

選択したアイテムへのプレーン テキスト バージョンの URL と HTML 形式のリンクが
クリップボードにコピーされます。 クリップボードから、選択したアプリケーションにこ
の URL を貼り付けることができます。

メールで送信...

ファイル プロパティのコピーを 1 人または複数のチーム メンバに電子メールで送信し
ます。

ショートカットを保存...

選択したファイルへのショートカットを作成します。 このショートカットを使用すると、ア
プリケーションを起動したり、ショートカット作成時の構成でプロジェクト ビューを開いた
り、選択したファイル用の プロパティ ダイアログ ボックスを開いたりできます。

ファイルの追加...

現在のプロジェクト ビューに新しいファイルを追加します。

チェックイン

選択したファイルを現在のプロジェクト ビューにチェックインします。

チェックアウト

選択したファイルを該当する作業フォルダにコピーします。

すべてチェックアウト...

選択したフォルダをルート フォルダとするアプリケーション フォルダ階層分岐にあるフ
ァイルをすべてチェックアウトします。

ステータスの更新

選択したファイルのステータスを更新します。 ファイルを選択していない場合、すべて
のファイルのステータスが更新されます。

ロック/ロック解除...

自分のロック ステータスの設定 ダイアログ ボックスが開き、フォルダに対するロック
ステータス（[ロック解除]、[排他的]、[非排他的]）を指定したり、ファイルに対する既存
のロックを強制解除したりできます。

プロパティの比較...

選択した 2 つのファイルのプロパティを比較します。

内容の比較

ファイル比較/マージが開きます。

ラベル

新規作成...

新規リビジョン ラベルの添付 ダイアログ ボックスが開き、新しいリビジョン ラベルを作
成して、選択したファイル（複数可）に添付できます。

ラベル

添付...

ラベルの添付 ダイアログ ボックスが開き、選択したファイル（複数可）に既存のラベル
を添付できます。

ラベル

添付解除...

ラベルの添付解除 ダイアログ ボックスが開き、選択したファイル（複数可）からラベル
を削除できます。

詳細

アーカイブの変換...

Native-I データ保管庫構造で保存されたファイルを Native-II データ保管庫構造に変
換します。 Native-I データ保管庫が使用可能なのは、StarTeam 2005 Release 2 まで
です。

詳細

エクスポート...

エクスポート ダイアログ ボックスが開き、上部ペインに表示されているデータを、スプ
レッドシートやデータベースなどのアプリケーションで使用できるようにエクスポートで
きます。
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詳細

動作...

アイテムの動作 ダイアログ ボックスが開き、選択したファイルの動作を表示したり変
更したりできます。

詳細

アイテムのアクセス権...

選択したファイルの ファイルのアクセス権 ダイアログ ボックスが開きます。

詳細

コンポーネントのアクセス権...

ファイル コンポーネントのアクセス権 ダイアログ ボックスが開きます。

詳細

カスタマイズ...

カスタマイズ ダイアログ ボックスが開き、ファイル プロパティになるカスタム フィール
ドを作成できます。

詳細

ビュー比較/マージ...

ビュー比較/マージ ウィザード が開きます。

選択

すべて選択

上部ペインに表示されているファイルをすべて選択します。

選択

クエリで...

クエリの選択 ダイアログ ボックスが開き、クエリを指定し、指定したクエリに一致する
すべてのアイテムを選択して、上部ペインに表示できます。

選択

ラベルで...

ラベルの選択 ダイアログ ボックスが開き、ラベルを指定し、指定したラベルを持つす
べてのアイテムを選択して、上部ペインに表示できます。

すべて展開

ファイル リスト内のすべてのグループを展開して表示します。

すべて折りたたみ

ファイル リスト内のすべてのグループの表示を折りたたみます。

すべての子孫

フォルダ階層から選択したフォルダとそのすべての子フォルダに関連付けられている
ファイルをすべて表示します。 このオプションを選択していない場合、上部ペインに
は、選択されたフォルダに関連付けられているファイルのみが表示されます。

フラグ

アイテムにフラグを付けます。 ユーザーが見たり削除したりできるフラグは自分のフラ
グのみです。
アイテムにフラグが付いている場合、上部ペインの フラグ 列に [はい] と表示されま
す。 この列は、デフォルトでは表示されません。 ファイル フィルタ フィールドの表
示... を選択し、上部ペインにこの列を追加します。

フラグの削除

アイテムからフラグを削除します。

Delete（削除）

StarTeam リポジトリからファイルを削除します。 オプションで、ローカル ファイルを削
除できます。

検索

指定したテキスト文字列に一致するテキストを含むすべてのファイルを検索します。

次を検索

指定したテキスト文字列に一致するテキストを含む次のファイルを検索します。

前を検索

指定したテキスト文字列に一致するテキストを含む前のファイルを検索します。

フィルタ

フィールドの表示...

フィールドの表示 ダイアログ ボックスが開き、上部ペインに表示する列見出しを選択
できます。

フィルタ

ソートと分類...

ソートと分類 ダイアログ ボックスが開き、上部ペインに表示するデータを、最大 4 つま
でのファイル プロパティに基づいてソートおよび分類する方法を指定できます。

フィルタ

クエリ...

クエリ ダイアログ ボックスが開き、クエリの作成や適用ができます。 クエリ条件に一致
するアイテムが、上部ペインの各行に表示されます。

フィルタ

現在の設定を保存...

現在の設定を保存 ダイアログ ボックスが開き、現在の列見出し、クエリ、およびソー
ト/分類方法をフィルタとして保存し、後で再適用できるようにします。

フィルタ

現在の設定をリセット

サーバーに現在定義されているデフォルト フィルタに戻します。

フィルタ

フィルタ...

フィルタ ダイアログ ボックスが開き、現在のコンポーネントに適用できるフィルタを表
示します。 このオプションを使用して、フィルタを選択したり新規作成したりできます。
フィルタ リスト ボックス内でフィルタ名の先頭にアスタリスクが付いている場合は、そ
のフィルタの適用後に上部ペインの内容が変更されたことを示します。 たとえば、表示
するフィールドの追加、アイテムの分類方法の変更、あるいは別のクエリの適用などで
す。

レポート...

レポート ダイアログ ボックスが開き、選択したファイルを使用するレポートを作成でき
ます。

グラフ

単純グラフを作成します。 単純グラフには、1 系列のみ表示されます。

単純...
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グラフ

分配...

分配グラフを作成します。 分配グラフはパイ チャートと同じです。 各くさび形領域は、
各グループが全体に占める割合を示します。

グラフ

相関...

相関グラフを作成します。 相関グラフは、複数の系列の数値間に存在する関係または
関係の度合いを示します。

グラフ

時系列...

時系列グラフを作成します。 時系列グラフは線グラフの一種で、指定された日時フィー
ルドに同じ日、週、あるいは月が設定されているアイテムの数を示します。

リンク

リンクの作成

選択したファイルから別のアイテムへのリンクを開始します。

リンク

リンクの完了

あるファイルから選択したアイテムへのリンクを完了します。

リンク

リンクのキャンセル

リンク作成処理を中止します。

リンクされたファイル

すべてチェックイン...

アイテムにリンクされた現在のビューからファイルをチェックインします。

リンクされたファイル

すべてチェックアウト... アイテムにリンクされた現在のビューからファイルをチェックアウトします。

リンクされたファイル

すべて選択

現在のビューから、リンクされたアイテムに関連付けられたすべてのファイルを選択し
ます。

リンクされたファイル

選択内容に追加

上部ペインが開いてファイル ペインとなり、すべての子孫ビューが有効になり、アイテ
ムにリンクされたすべてのファイルが既存のファイル選択に追加されます。

関連手順
ファイルを管理する
関連参照
Cross-Platform Client メニュー
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[変更要求] メニュー
ここでは、Cross-Platform Client の 変更要求 メニューにあるメニュー コマンドについて説明します。
変更要求 メニューは、上部ペインで [変更要求] コンポーネントを選択するとメイン ウィンドウに表示されます。 ユーザーに
割り当てられている特権および実行する必要のある作業によっては、一部オプションが使用できない場合があります。
[変更要求] メニュー コマンド

説明

新規作成...

新しい変更要求を作成します。

プロパティ...

選択した変更要求の 変更要求プロパティ ダイアログ ボックスが開きます。

URL をクリップボードにコピー

選択したアイテムへのプレーン テキスト バージョンの URL と HTML 形式のリンク
がクリップボードにコピーされます。 クリップボードから、選択したアプリケーション
にこの URL を貼り付けることができます。

メールで送信...

変更要求プロパティのコピーを 1 人または複数のチーム メンバに電子メールで送
信します。

ショートカットを保存...

選択した変更要求へのショートカットを作成します。 このショートカットを使用する
と、アプリケーションを起動したり、ショートカット作成時の構成でプロジェクト ビュー
を開いたり、選択した変更要求用の プロパティ ダイアログ ボックスを開いたりでき
ます。

ロック/ロック解除...

自分のロック ステータスの設定 ダイアログ ボックスが開き、フォルダに対するロッ
ク ステータス（[ロック解除]、[排他的]、[非排他的]）を指定したり、変更要求に対す
る既存のロックを強制解除したりできます。

プロパティの比較...

選択した 2 つの変更要求のプロパティを比較します。

ラベル

新規作成...

新規リビジョン ラベルの添付 ダイアログ ボックスが開き、新しいリビジョン ラベル
を作成して、選択した変更要求（複数可）に添付できます。

ラベル

添付...

ラベルの添付 ダイアログ ボックスが開き、選択した変更要求（複数可）に既存のラ
ベルを添付できます。

ラベル

添付解除...

ラベルの添付解除 ダイアログ ボックスが開き、選択した変更要求（複数可）からラ
ベルを削除できます。

詳細

エクスポート...

エクスポート ダイアログ ボックスが開き、上部ペインに表示されているデータを、ス
プレッドシートやデータベースなどのアプリケーションで使用できるようにエクスポー
トできます。

詳細

動作...

アイテムの動作 ダイアログ ボックスが開き、選択した変更要求の動作を表示した
り変更したりできます。

詳細

アイテムのアクセス権...

選択した変更要求の 変更要求のアクセス権 ダイアログ ボックスが開きます。

詳細

コンポーネントのアクセス権...

変更要求 コンポーネントのアクセス権 ダイアログ ボックスが開きます。

詳細

カスタマイズ...

カスタマイズ ダイアログ ボックスが開き、変更要求プロパティになるカスタム フィー
ルドを作成できます。

詳細

ビュー比較/マージ...

ビュー比較/マージ ウィザード が開きます。

選択

すべて選択

上部ペインに表示されている変更要求をすべて選択します。

選択

クエリで...

クエリの選択 ダイアログ ボックスが開き、クエリを指定し、指定したクエリに一致す
るすべてのアイテムを選択して、上部ペインに表示できます。

選択

ラベルで...

ラベルの選択 ダイアログ ボックスが開き、ラベルを指定し、指定したラベルを持つ
すべてのアイテムを選択して、上部ペインに表示できます。

すべて展開

変更要求リスト内のすべてのグループを展開して表示します。

すべて折りたたみ

変更要求リスト内のすべてのグループの表示を折りたたみます。
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すべての子孫

フォルダ階層から選択したフォルダとそのすべての子フォルダに関連付けられてい
る変更要求をすべて表示します。 このオプションを選択していない場合、上部ペイ
ンには、選択したフォルダに関連付けられている変更要のみが表示されます。

既読としてマーク

選択した変更要求を（太字ではない）標準のフォントで表示し、既読であることを示
します。

未読としてマーク

選択した変更要求を太字で表示し、未読であることを示します。

フラグ

アイテムにフラグを付けます。 ユーザーが見たり削除したりできるフラグは自分の
フラグのみです。
アイテムにフラグが付いている場合、上部ペインの フラグ 列に [はい] と表示され
ます。 この列は、デフォルトでは表示されません。 変更要求 フィルタ フィール
ドの表示... を選択し、上部ペインにこの列を追加します。

フラグの削除

アイテムからフラグを削除します。

Delete（削除）

StarTeam リポジトリから変更要求を削除します。

検索

指定したテキスト文字列に一致するテキストを含むすべての変更要求を検索しま
す。

次を検索

指定したテキスト文字列に一致するテキストを含む次の変更要求を検索します。

前を検索

指定したテキスト文字列に一致するテキストを含む前の変更要求を検索します。

フィルタ

フィールドの表示...

フィールドの表示 ダイアログ ボックスが開き、上部ペインに表示する列見出しを選
択できます。

フィルタ

ソートと分類...

ソートと分類 ダイアログ ボックスが開き、上部ペインに表示するデータを、最大 4
つまでの変更要求プロパティに基づいてソートおよび分類する方法を指定できま
す。

フィルタ

クエリ...

クエリ ダイアログ ボックスが開き、クエリの作成や適用ができます。 クエリ条件に
一致するアイテムが、上部ペインの各行に表示されます。

フィルタ

現在の設定を保存...

現在の設定を保存 ダイアログ ボックスが開き、現在の列見出し、クエリ、およびソ
ート/分類方法をフィルタとして保存し、後で再適用できるようにします。

フィルタ

現在の設定をリセット

サーバーに現在定義されているデフォルト フィルタに戻します。

フィルタ

フィルタ...

フィルタ ダイアログ ボックスが開き、現在のコンポーネントに適用できるフィルタを
表示します。 このオプションを使用して、フィルタを選択したり新規作成したりできま
す。 フィルタ リスト ボックス内でフィルタ名の先頭にアスタリスクが付いている場合
は、そのフィルタの適用後に上部ペインの内容が変更されたことを示します。 たと
えば、表示するフィールドの追加、アイテムの分類方法の変更、あるいは別のクエ
リの適用などです。

レポート...

レポート ダイアログ ボックスが開き、選択した変更要求を使用するレポートを作成
できます。

グラフ

単純...

単純グラフを作成します。 単純グラフには、1 系列のみ表示されます。

グラフ

分配...

分配グラフを作成します。 分配グラフはパイ チャートと同じです。 各くさび形領域
は、各グループが全体に占める割合を示します。

グラフ

相関...

相関グラフを作成します。 相関グラフは、複数の系列の数値間に存在する関係ま
たは関係の度合いを示します。

グラフ

時系列...

時系列グラフを作成します。 時系列グラフは線グラフの一種で、指定された日時フ
ィールドに同じ日、週、あるいは月が設定されているアイテムの数を示します。

リンク

リンクの作成

選択した変更要求から別のアイテムへのリンクを開始します。

リンク

リンクの完了

ある変更要求から選択したアイテムへのリンクを完了します。

リンク

リンクのキャンセル

リンク作成処理を中止します。
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アクティブ処理アイテムに設定

現在のビュー

アクティブ処理アイテムに設定

ビューの選択... 別のビューで選択した変更要求をアクティブ処理アイテムとして指定します。 アクテ
ィブ処理アイテムは、変更要求をビューに追加したりチェックインするときに使用さ
れます。

アクティブ処理アイテムのクリア

現在のビューで選択した変更要求をアクティブ処理アイテムとして指定します。 ア
クティブ処理アイテムは、変更要求をビューに追加したりチェックインするときに使
用されます。

選択した変更要求をアクティブから非アクティブに変更します。 アクティブ処理アイ
テムは、変更要求をビューに追加したりチェックインするときに使用されます。

関連手順
変更要求で作業する
関連参照
Cross-Platform Client メニュー
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[要件] メニュー
ここでは、Cross-Platform Client の 要件 メニューにあるメニュー コマンドについて説明します。
要件 メニューは、上部ペインで [要件] コンポーネントを選択するとメイン ウィンドウに表示されます。 ユーザーに割り当て
られている特権および実行する必要のある作業によっては、一部オプションが使用できない場合があります。
[要件] メニュー コマンド

説明

新規作成...

新しい要件を作成します。

子要件の新規作成...

別の要件の子である要件を作成します。

プロパティ...

選択した要件の 要件プロパティ ダイアログ ボックスが開きます。

URL をクリップボードにコピー

選択したアイテムへのプレーン テキスト バージョンの URL と HTML 形式のリンク
がクリップボードにコピーされます。 クリップボードから、選択したアプリケーション
にこの URL を貼り付けることができます。

メールで送信...

要件プロパティのコピーを 1 人または複数のチーム メンバに電子メールで送信し
ます。

ショートカットを保存...

選択した要件へのショートカットを作成します。 このショートカットを使用すると、ア
プリケーションを起動したり、ショートカット作成時の構成でプロジェクト ビューを開
いたり、選択した要件用の プロパティ ダイアログ ボックスを開くことができます。

ロック/ロック解除...

自分のロック ステータスの設定 ダイアログ ボックスが開き、フォルダに対するロッ
ク ステータス（[ロック解除]、[排他的]、[非排他的]）を指定したり、要件に対する既
存のロックを強制解除したりできます。

プロパティの比較...

選択した 2 つの要件のプロパティを比較します。

ラベル

新規作成...

新規リビジョン ラベルの添付 ダイアログ ボックスが開き、新しいリビジョン ラベル
を作成して、選択した要件（複数可）に添付できます。

ラベル

添付...

ラベルの添付 ダイアログ ボックスが開き、選択した要件（複数可）に既存のラベル
を添付できます。

ラベル

添付解除...

ラベルの添付解除 ダイアログ ボックスが開き、選択した要件（複数可）からラベル
を削除できます。

詳細

エクスポート...

エクスポート ダイアログ ボックスが開き、上部ペインに表示されているデータを、ス
プレッドシートやデータベースなどのアプリケーションで使用できるようにエクスポー
トできます。

詳細

動作...

アイテムの動作 ダイアログ ボックスが開き、選択した要件の動作を表示したり変更
したりできます。

詳細

アイテムのアクセス権...

選択した要件の 要件のアクセス権 ダイアログ ボックスが開きます。

詳細

コンポーネントのアクセス権...

要件 コンポーネントのアクセス権 ダイアログ ボックスが開きます。

詳細

カスタマイズ...

カスタマイズ ダイアログ ボックスが開き、要件プロパティになるカスタム フィールド
を作成できます。

詳細

ビュー比較/マージ...

ビュー比較/マージ ウィザード が開きます。

選択

すべて選択

上部ペインに表示されている要件をすべて選択します。

選択

クエリで...

クエリの選択 ダイアログ ボックスが開き、クエリを指定し、指定したクエリに一致す
るすべてのアイテムを選択して、上部ペインに表示できます。

選択

ラベルで...

ラベルの選択 ダイアログ ボックスが開き、ラベルを指定し、指定したラベルを持つ
すべてのアイテムを選択して、上部ペインに表示できます。

すべて展開

要件リスト内のすべてのグループを展開して表示します。

すべて折りたたみ

要件リスト内のすべてのグループの表示を折りたたみます。
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すべての子孫

フォルダ階層から選択したフォルダとそのすべての子フォルダに関連付けられてい
る要件をすべて表示します。 このオプションを選択していない場合、上部ペインに
は選択したフォルダに関係付けられている要件のみが表示されます。

既読としてマーク

選択した要件を（太字ではない）標準のフォントで表示し、既読であることを示しま
す。

未読としてマーク

選択した要件を太字で表示し、未読であることを示します。

スレッドを既読としてマーク

スレッド全体を標準フォントで表示し、スレッドに含まれる要件が既読であることを示
します。

スレッドを未読としてマーク

スレッド全体を太字フォントで表示し、スレッドに含まれる要件が未読であることを示
します。

フラグ

アイテムにフラグを付けます。 ユーザーが見たり削除したりできるフラグは自分の
フラグのみです。
アイテムにフラグが付いている場合、上部ペインの フラグ 列に [はい] と表示され
ます。 この列は、デフォルトでは表示されません。 要件 フィルタ フィールドの表
示... を選択し、上部ペインにこの列を追加します。

フラグの削除

アイテムからフラグを削除します。

Delete（削除）

StarTeam リポジトリから要件を削除します。

検索

指定したテキスト文字列に一致するテキストを含むすべての要件を検索します。

次を検索

指定したテキスト文字列に一致するテキストを含む次の要件を検索します。

前を検索

指定したテキスト文字列に一致するテキストを含む前の要件を検索します。

フィルタ

フィールドの表示...

フィールドの表示 ダイアログ ボックスが開き、上部ペインに表示する列見出しを選
択できます。

フィルタ

ソートと分類...

ソートと分類 ダイアログ ボックスが開き、上部ペインに表示するデータを、最大 4
つまでの要件プロパティに基づいてソートおよび分類する方法を指定できます。

フィルタ

クエリ...

クエリ ダイアログ ボックスが開き、クエリの作成や適用ができます。 クエリ条件に
一致するアイテムが、上部ペインの各行に表示されます。

フィルタ

現在の設定を保存...

現在の設定を保存 ダイアログ ボックスが開き、現在の列見出し、クエリ、およびソ
ート/分類方法をフィルタとして保存し、後で再適用できるようにします。

フィルタ

現在の設定をリセット

サーバーに現在定義されているデフォルト フィルタに戻します。

フィルタ

フィルタ...

フィルタ ダイアログ ボックスが開き、現在のコンポーネントに適用できるフィルタを
表示します。 このオプションを使用して、フィルタを選択したり新規作成したりできま
す。 フィルタ リスト ボックス内でフィルタ名の先頭にアスタリスクが付いている場合
は、そのフィルタの適用後に上部ペインの内容が変更されたことを示します。 たと
えば、表示するフィールドの追加、アイテムの分類方法の変更、あるいは別のクエ
リの適用などです。

レポート...

レポート ダイアログ ボックスが開き、選択した要件を使用するレポートを作成でき
ます。

グラフ

単純...

単純グラフを作成します。 単純グラフには、1 系列のみ表示されます。

グラフ

分配...

分配グラフを作成します。 分配グラフはパイ チャートと同じです。 各くさび形領域
は、各グループが全体に占める割合を示します。

グラフ

相関...

相関グラフを作成します。 相関グラフは、複数の系列の数値間に存在する関係ま
たは関係の度合いを示します。

グラフ

時系列...

時系列グラフを作成します。 時系列グラフは線グラフの一種で、指定された日時フ
ィールドに同じ日、週、あるいは月が設定されているアイテムの数を示します。

リンク

リンクの作成

選択した要件から別のアイテムへのリンクを開始します。

リンク

リンクの完了

ある要件から選択したアイテムへのリンクを完了します。
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リンク

リンクのキャンセル

リンク作成処理を中止します。

アクティブ処理アイテムに設定

現在のビュー

アクティブ処理アイテムに設定

ビューの選択... 別のビューで選択した要件をアクティブ処理アイテムとして指定します。 アクティブ
処理アイテムは、要件をビューに追加したり、チェックインするときに使用されます。

アクティブ処理アイテムのクリア

現在のビューで選択した要件をアクティブ処理アイテムとして指定します。 アクティ
ブ処理アイテムは、要件をビューに追加したり、チェックインするときに使用されま
す。

選択した要件をアクティブから非アクティブに変更します。 アクティブ処理アイテム
は、要件をビューに追加したり、チェックインするときに使用されます。

関連手順
要件を使用する
関連参照
Cross-Platform Client メニュー
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[タスク] メニュー
ここでは、Cross-Platform Client の タスク メニューにあるメニュー コマンドについて説明します。
タスク メニューは、上部ペインで [タスク] コンポーネントを選択するとメイン ウィンドウに表示されます。 ユーザーに割り当
てられている特権および実行する必要のある作業によっては、一部オプションが使用できない場合があります。
[タスク] メニュー コマンド

説明

新規作成...

新しいタスクを作成します。

サブタスクの新規作成...

別のタスクの子であるタスクを作成します。

作業の追加...

選択したタスクに作業記録を追加します。 作業記録の追加は、サブタスクを持たな
いタスクに対してのみ可能です。

プロパティ...

選択したタスクの タスク プロパティ ダイアログ ボックスが開きます。

URL をクリップボードにコピー

選択したアイテムへのプレーン テキスト バージョンの URL と HTML 形式のリンク
がクリップボードにコピーされます。 クリップボードから、選択したアプリケーション
にこの URL を貼り付けることができます。

メールで送信...

タスク プロパティのコピーを 1 人または複数のチーム メンバに電子メールで送信
します。

ショートカットを保存...

選択したタスクへのショートカットを作成します。 このショートカットを使用すると、ア
プリケーションを起動したり、ショートカット作成時の構成でプロジェクト ビューを開
いたり、選択したタスク用の プロパティ ダイアログ ボックスを開いたりできます。

ロック/ロック解除...

自分のロック ステータスの設定 ダイアログ ボックスが開き、フォルダに対するロッ
ク ステータス（[ロック解除]、[排他的]、[非排他的]）を指定したり、タスクに対する既
存のロックを強制解除したりできます。

プロパティの比較...

選択した 2 つのタスクのプロパティを比較します。

ラベル

新規作成...

新規リビジョン ラベルの添付 ダイアログ ボックスが開き、新しいリビジョン ラベル
を作成して、選択したタスク（複数可）に添付できます。

ラベル

添付...

ラベルの添付 ダイアログ ボックスが開き、選択したタスク（複数可）に既存のラベ
ルを添付できます。

ラベル

添付解除...

ラベルの添付解除 ダイアログ ボックスが開き、選択したタスク（複数可）からラベル
を削除できます。

詳細

エクスポート...

エクスポート ダイアログ ボックスが開き、上部ペインに表示されているデータを、ス
プレッドシートやデータベースなどのアプリケーションで使用できるようにエクスポー
トできます。

詳細

動作...

アイテムの動作 ダイアログ ボックスが開き、選択したタスクの動作を表示したり変
更したりできます。

詳細

アイテムのアクセス権...

選択したタスクの タスクのアクセス権 ダイアログ ボックスが開きます。

詳細

コンポーネントのアクセス権...

タスク コンポーネントのアクセス権 ダイアログ ボックスが開きます。

詳細

カスタマイズ...

カスタマイズ ダイアログ ボックスが開き、タスク プロパティになるカスタム フィール
ドを作成できます。

詳細

ビュー比較/マージ...

ビュー比較/マージ ウィザード が開きます。

選択

すべて選択

上部ペインに表示されているタスクをすべて選択します。

選択

クエリで...

クエリの選択 ダイアログ ボックスが開き、クエリを指定し、指定したクエリに一致す
るすべてのアイテムを選択して、上部ペインに表示できます。

選択

ラベルで...

ラベルの選択 ダイアログ ボックスが開き、ラベルを指定し、指定したラベルを持つ
すべてのアイテムを選択して、上部ペインに表示できます。

すべて展開

タスク リスト内のすべてのグループを展開して表示します。
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すべて折りたたみ

タスク リスト内のすべてのグループの表示を折りたたみます。

すべての子孫

フォルダ階層から選択したフォルダとそのすべての子フォルダに関連付けられてい
るタスクをすべて表示します。 このオプションを選択していない場合、上部ペインに
は、選択されたフォルダに関連付けられているタスクのみが表示されます。

既読としてマーク

選択したタスクを（太字ではない）標準のフォントで表示し、既読であることを示しま
す。

未読としてマーク

選択したタスクを太字で表示し、未読であることを示します。

スレッドを既読としてマーク

スレッド全体を標準フォントで表示し、スレッドに含まれるタスクが既読であることを
示します。

スレッドを未読としてマーク

スレッド全体を太字フォントで表示し、スレッドに含まれるタスクが未読であることを
示します。

フラグ

アイテムにフラグを付けます。 ユーザーが見たり削除したりできるフラグは自分の
フラグのみです。
アイテムにフラグが付いている場合、上部ペインの フラグ 列に [はい] と表示され
ます。 この列は、デフォルトでは表示されません。 タスク フィルタ フィールドの
表示... を選択し、上部ペインにこの列を追加します。

フラグの削除

アイテムからフラグを削除します。

Delete（削除）

StarTeam リポジトリからタスクを削除します。

検索

指定したテキスト文字列に一致するテキストを含むすべてのタスクを検索します。

次を検索

指定したテキスト文字列に一致するテキストを含む次のタスクを検索します。

前を検索

指定したテキスト文字列に一致するテキストを含む前のタスクを検索します。

フィルタ

フィールドの表示...

フィールドの表示 ダイアログ ボックスが開き、上部ペインに表示する列見出しを選
択できます。

フィルタ

ソートと分類...

ソートと分類 ダイアログ ボックスが開き、上部ペインに表示するデータを、最大 4
つまでのタスク プロパティに基づいてソートおよび分類する方法を指定できます。

フィルタ

クエリ...

クエリ ダイアログ ボックスが開き、クエリの作成や適用ができます。 クエリ条件に
一致するアイテムが、上部ペインの各行に表示されます。

フィルタ

現在の設定を保存...

現在の設定を保存 ダイアログ ボックスが開き、現在の列見出し、クエリ、およびソ
ート/分類方法をフィルタとして保存し、後で再適用できるようにします。

フィルタ

現在の設定をリセット

サーバーに現在定義されているデフォルト フィルタに戻します。

フィルタ

フィルタ...

フィルタ ダイアログ ボックスが開き、現在のコンポーネントに適用できるフィルタを
表示します。 このオプションを使用して、フィルタを選択したり新規作成したりできま
す。 フィルタ リスト ボックス内でフィルタ名の先頭にアスタリスクが付いている場合
は、そのフィルタの適用後に上部ペインの内容が変更されたことを示します。 たと
えば、表示するフィールドの追加、アイテムの分類方法の変更、あるいは別のクエ
リの適用などです。

レポート...

レポート ダイアログ ボックスが開き、選択したタスクを使用するレポートを作成でき
ます。

グラフ

単純...

単純グラフを作成します。 単純グラフには、1 系列のみ表示されます。

グラフ

分配...

分配グラフを作成します。 分配グラフはパイ チャートと同じです。 各くさび形領域
は、各グループが全体に占める割合を示します。

グラフ

相関...

相関グラフを作成します。 相関グラフは、複数の系列の数値間に存在する関係ま
たは関係の度合いを示します。

グラフ

時系列...

時系列グラフを作成します。 時系列グラフは線グラフの一種で、指定された日時フ
ィールドに同じ日、週、あるいは月が設定されているアイテムの数を示します。

リンク

リンクの作成

選択したタスクから別のアイテムへのリンクを開始します。
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リンク

リンクの完了

あるタスクから選択したアイテムへのリンクを完了します。

リンク

リンクのキャンセル

リンク作成処理を中止します。

アクティブ処理アイテムに設定

現在のビュー

アクティブ処理アイテムに設定

ビューの選択... 別のビューで選択したタスクをアクティブ処理アイテムとして指定します。 アクティブ
処理アイテムは、タスクをビューに追加したり、チェックインするときに使用されま
す。

アクティブ処理アイテムのクリア

現在のビューで選択したタスクをアクティブ処理アイテムとして指定します。 アクテ
ィブ処理アイテムは、タスクをビューに追加したり、チェックインするときに使用され
ます。

選択したタスクをアクティブから非アクティブに変更します。 アクティブ処理アイテム
は、タスクをビューに追加したり、チェックインするときに使用されます。

関連手順
タスクを利用する
関連参照
Cross-Platform Client メニュー
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[トピック] メニュー
ここでは、Cross-Platform Client の トピック メニューにあるメニュー コマンドについて説明します。
トピック メニューは、上部ペインで [トピック] コンポーネントを選択するとメイン ウィンドウに表示されます。 ユーザーに割り
当てられている特権および実行する必要のある作業によっては、一部オプションが使用できない場合があります。
[トピック] メニュー コマンド

説明

新規作成...

新しいトピックを作成します。

応答...

前のメッセージに対する応答を送信します。

プロパティ...

選択したトピックの トピック プロパティ ダイアログ ボックスが開きます。

URL をクリップボードにコピー

選択したアイテムへのプレーン テキスト バージョンの URL と HTML 形式のリンク
がクリップボードにコピーされます。 クリップボードから、選択したアプリケーション
にこの URL を貼り付けることができます。

メールで送信...

トピック プロパティのコピーを 1 人または複数のチーム メンバに電子メールで送信
します。

ショートカットを保存...

選択したトピックへのショートカットを作成します。 このショートカットを使用すると、
アプリケーションを起動したり、ショートカット作成時の構成でプロジェクト ビューを
開いたり、選択したトピック用の プロパティ ダイアログ ボックスを開いたりできま
す。

ロック/ロック解除...

自分のロック ステータスの設定 ダイアログ ボックスが開き、フォルダに対するロッ
ク ステータス（[ロック解除]、[排他的]、[非排他的]）を指定したり、トピックに対する
既存のロックを強制解除したりできます。

プロパティの比較...

選択した 2 つのトピックのプロパティを比較します。

ラベル

新規作成...

新規リビジョン ラベルの添付 ダイアログ ボックスが開き、新しいリビジョン ラベル
を作成して、選択したトピック（複数可）に添付できます。

ラベル

添付...

ラベルの添付 ダイアログ ボックスが開き、選択したトピック（複数可）に既存のラベ
ルを添付できます。

ラベル

添付解除...

ラベルの添付解除 ダイアログ ボックスが開き、選択したトピック（複数可）からラベ
ルを削除できます。

詳細

エクスポート...

エクスポート ダイアログ ボックスが開き、上部ペインに表示されているデータを、ス
プレッドシートやデータベースなどのアプリケーションで使用できるようにエクスポー
トできます。

詳細

動作...

アイテムの動作 ダイアログ ボックスが開き、選択したトピックの動作を表示したり
変更したりできます。

詳細

アイテムのアクセス権...

選択したトピックの トピックのアクセス権 ダイアログ ボックスが開きます。

詳細

コンポーネントのアクセス権...

トピック コンポーネントのアクセス権 ダイアログ ボックスが開きます。

詳細

カスタマイズ...

カスタマイズ ダイアログ ボックスが開き、トピック プロパティになるカスタム フィー
ルドを作成できます。

詳細

ビュー比較/マージ...

ビュー比較/マージ ウィザード が開きます。

選択

すべて選択

上部ペインに表示されているトピックをすべて選択します。

選択

クエリで...

クエリの選択 ダイアログ ボックスが開き、クエリを指定し、指定したクエリに一致す
るすべてのアイテムを選択して、上部ペインに表示できます。

選択

ラベルで...

ラベルの選択 ダイアログ ボックスが開き、ラベルを指定し、指定したラベルを持つ
すべてのアイテムを選択して、上部ペインに表示できます。

すべて展開

トピック リスト内のすべてのグループを展開して表示します。

すべて折りたたみ

トピック リスト内のすべてのグループの表示を折りたたみます。
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すべての子孫

フォルダ階層から選択したフォルダとそのすべての子フォルダに関連付けられてい
るトピックをすべて表示します。 このオプションを選択していない場合、上部ペイン
には、選択されたフォルダに関連付けられているトピックのみが表示されます。

既読としてマーク

選択したトピックを（太字ではない）標準のフォントで表示し、既読であることを示し
ます。

未読としてマーク

選択したトピックを太字で表示し、未読であることを示します。

スレッドを既読としてマーク

スレッド全体を標準フォントで表示し、スレッドに含まれるトピックが既読であること
を示します。

スレッドを未読としてマーク

スレッド全体を太字フォントで表示し、スレッドに含まれるトピックが未読であること
を示します。

フラグ

アイテムにフラグを付けます。 ユーザーが見たり削除したりできるフラグは自分の
フラグのみです。
アイテムにフラグが付いている場合、上部ペインの フラグ 列に [はい] と表示され
ます。 この列は、デフォルトでは表示されません。 トピック フィルタ フィールド
の表示... を選択し、上部ペインにこの列を追加します。

フラグの削除

アイテムからフラグを削除します。

Delete（削除）

StarTeam リポジトリからトピックを削除します。

検索

指定したテキスト文字列に一致するテキストを含むすべてのトピックを検索します。

次を検索

指定したテキスト文字列に一致するテキストを含む次のトピックを検索します。

前を検索

指定したテキスト文字列に一致するテキストを含む前のトピックを検索します。

フィルタ

フィールドの表示...

フィールドの表示 ダイアログ ボックスが開き、上部ペインに表示する列見出しを選
択できます。

フィルタ

ソートと分類...

ソートと分類 ダイアログ ボックスが開き、上部ペインに表示するデータを、最大 4
つまでのトピック プロパティに基づいてソートおよび分類する方法を指定できます。

フィルタ

クエリ...

クエリ ダイアログ ボックスが開き、クエリの作成や適用ができます。 クエリ条件に
一致するアイテムが、上部ペインの各行に表示されます。

フィルタ

現在の設定を保存...

現在の設定を保存 ダイアログ ボックスが開き、現在の列見出し、クエリ、およびソ
ート/分類方法をフィルタとして保存し、後で再適用できるようにします。

フィルタ

現在の設定をリセット

サーバーに現在定義されているデフォルト フィルタに戻します。

フィルタ

フィルタ...

フィルタ ダイアログ ボックスが開き、現在のコンポーネントに適用できるフィルタを
表示します。 このオプションを使用して、フィルタを選択したり新規作成したりできま
す。 フィルタ リスト ボックス内でフィルタ名の先頭にアスタリスクが付いている場合
は、そのフィルタの適用後に上部ペインの内容が変更されたことを示します。 たと
えば、表示するフィールドの追加、アイテムの分類方法の変更、あるいは別のクエ
リの適用などです。

レポート...

レポート ダイアログ ボックスが開き、選択したトピックを使用するレポートを作成で
きます。

グラフ

単純...

単純グラフを作成します。 単純グラフには、1 系列のみ表示されます。

グラフ

分配...

分配グラフを作成します。 分配グラフはパイ チャートと同じです。 各くさび形領域
は、各グループが全体に占める割合を示します。

グラフ

相関...

相関グラフを作成します。 相関グラフは、複数の系列の数値間に存在する関係ま
たは関係の度合いを示します。

グラフ

時系列...

時系列グラフを作成します。 時系列グラフは線グラフの一種で、指定された日時フ
ィールドに同じ日、週、あるいは月が設定されているアイテムの数を示します。

リンク

リンクの作成

選択したトピックから別のアイテムへのリンクを開始します。

リンク

リンクの完了

あるトピックから選択したアイテムへのリンクを完了します。
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リンク

リンクのキャンセル

リンク作成処理を中止します。

アクティブ処理アイテムに設定

現在のビュー

アクティブ処理アイテムに設定

ビューの選択... 別のビューで選択したトピックをアクティブ処理アイテムとして指定します。 アクティ
ブ処理アイテムは、トピックをビューに追加したり、チェックインするときに使用され
ます。

アクティブ処理アイテムのクリア

現在のビューで選択したトピックをアクティブ処理アイテムとして指定します。 アクテ
ィブ処理アイテムは、トピックをビューに追加したり、チェックインするときに使用され
ます。

選択したトピックをアクティブから非アクティブに変更します。 アクティブ処理アイテ
ムは、トピックをビューに追加したり、チェックインするときに使用されます。

関連手順
トピックを使用する
関連参照
Cross-Platform Client メニュー
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[監査] メニュー
ここでは、Cross-Platform Client の 監査 メニューにあるメニュー コマンドについて説明します。
監査 メニューは、上部ペインで [監査] コンポーネントを選択するとメイン ウィンドウに表示されます。 ユーザーに割り当て
られている特権および実行する必要のある作業によっては、一部オプションが使用できない場合があります。
[監査] メニュー コマンド

説明

URL をクリップボードにコピー

選択したアイテムへのプレーン テキスト バージョンの URL と HTML 形式のリンクがクリップボード
にコピーされます。 クリップボードから、選択したアプリケーションにこの URL を貼り付けることがで
きます。

メールで送信...

監査エントリのコピーを 1 人または複数のチーム メンバに電子メールで送信します。

エクスポート...

エクスポート ダイアログ ボックスが開き、上部ペインに表示されているデータを、スプレッドシートや
データベースなどのアプリケーションで使用できるようにエクスポートできます。

選択

すべて選択

上部ペインに表示されている監査をすべて選択します。

選択

クエリで...

クエリの選択 ダイアログ ボックスが開き、クエリを指定し、指定したクエリに一致するすべてのアイ
テムを選択して、上部ペインに表示できます。

すべて展開

監査リスト内のすべてのグループを展開して表示します。

すべて折りたたみ

監査リスト内のすべてのグループの表示を折りたたみます。

すべての子孫

フォルダ階層から選択したフォルダとそのすべての子フォルダに関連付けられている監査をすべて
表示します。 このオプションを選択していない場合、上部ペインには、選択されたフォルダに関連付
けられている監査のみが表示されます。

検索

指定したテキスト文字列に一致するテキストを含むすべての監査を検索します。

次を検索

指定したテキスト文字列に一致するテキストを含む次の監査を検索します。

前を検索

指定したテキスト文字列に一致するテキストを含む前の監査を検索します。

フィルタ

フィールドの表示...

フィールドの表示 ダイアログ ボックスが開き、上部ペインに表示する列見出しを選択できます。

フィルタ

ソートと分類...

ソートと分類 ダイアログ ボックスが開き、上部ペインに表示するデータを、最大 4 つまでの監査プロ
パティに基づいてソートおよび分類する方法を指定できます。

フィルタ

クエリ...

クエリ ダイアログ ボックスが開き、クエリの作成や適用ができます。 クエリ条件に一致するアイテム
が、上部ペインの各行に表示されます。

フィルタ

現在の設定を保存...

現在の設定を保存 ダイアログ ボックスが開き、現在の列見出し、クエリ、およびソート/分類方法を
フィルタとして保存し、後で再適用できるようにします。

フィルタ

現在の設定をリセット サーバーに現在定義されているデフォルト フィルタに戻します。

フィルタ

フィルタ...

フィルタ ダイアログ ボックスが開き、現在のコンポーネントに適用できるフィルタを表示します。 この
オプションを使用して、フィルタを選択したり新規作成したりできます。 フィルタ リスト ボックス内でフ
ィルタ名の先頭にアスタリスクが付いている場合は、そのフィルタの適用後に上部ペインの内容が
変更されたことを示します。 たとえば、表示するフィールドの追加、アイテムの分類方法の変更、あ
るいは別のクエリの適用などです。

レポート...

レポート ダイアログ ボックスが開き、選択した監査を使用するレポートを作成できます。

グラフ

分配...

分配グラフを作成します。 分配グラフはパイ チャートと同じです。 各くさび形領域は、各グループが
全体に占める割合を示します。

グラフ

時系列...

時系列グラフを作成します。 時系列グラフは線グラフの一種で、指定された日時フィールドに同じ
日、週、あるいは月が設定されているアイテムの数を示します。
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関連手順
監査ログを表示する
関連参照
Cross-Platform Client メニュー
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[ツール] メニュー
ここでは、Cross-Platform Client の ツール メニューにあるメニュー コマンドについて説明します。
[ツール] メニュー コマンド 説明

個人用オプション...

個人用オプション ダイアログ ボックスが開き、アプリケーションをカスタマイズできます。

自分のアカウント...

自分のアカウント ダイアログ ボックスが開き、自分のアカウント情報の編集、パスワードの変更、ログオン
したユーザーのグループ メンバシップ情報の確認ができます。

StarTeam ログ...

主に診断目的で、クライアント ログに記録された最新の情報を表示します。 このログには、アプリケーショ
ンの使用中に発生したエラー メッセージ、実行された各操作の要約情報、実行された各操作についての詳
細、および StarTeamMPX イベントが表示されます。

ネイティブ形式に変換...

Native-I データ保管庫構造で保存されたファイルを Native-II データ保管庫構造に変換します。 Native-I
データ保管庫が使用可能なのは、StarTeam 2005 Release 2 までです。

ファイル注釈

テキスト ファイルに対して行われた変更に関する履歴情報を表示します。

ファイルの比較

組み込みバージョンのファイル比較/マージを開きます。

関連手順
ユーザーのクライアントを設定する
関連参照
Cross-Platform Client メニュー
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[ウィンドウ] メニュー
ここでは、Cross-Platform Client の ウィンドウ メニューにあるメニュー コマンドについて説明します。
[ウィンドウ] メニュー コマンド

説明

重ねて表示

開いているウィンドウを、すべてのウィンドウのタイトルが見えるように重ねて表示します。

左右に並べて表示

開いているウィンドウを、互いに重ねず左右に並べて表示します。

上下に並べて表示

開いているウィンドウを、互いに重ねず上下に並べて表示します。

アイコンの整列

最小化されたウィンドウのアイコンを整列させます。

最新の情報に更新

プロジェクト ウィンドウの内容を更新します。

コンポーネントの更新

開いているアイテムのグループを折りたたまずに、上部ペインの内容を更新します。 たとえば、
[ファイル] タブが選択されている場合、ファイルのリストが更新されます。

コンポーネントの更新/折りたたみ 上部ペインの内容を更新すると同時に、開いているアイテムのグループを折りたたみます。
外部更新

Microsoft Visual SourceSafe プロジェクトや PVCS アーカイブ ファイルなど、サードパーティ製ツ
ールのプロジェクトまたはアーカイブを更新します。

最近表示したビュー

最近アクセスしたプロジェクト ビュー ウィンドウの一覧を表示します。 現在表示中のプロジェクト
ビューの先頭にはチェック マークが付きます。 別のプロジェクト ビューを表示するには、その名前
をクリックします。

関連参照
Cross-Platform Client メニュー
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[ヘルプ] メニュー
ここでは、Cross-Platform Client の ヘルプ メニューにあるメニュー コマンドについて説明します。
[ヘルプ] メニュー コマンド 説明

ヘルプ トピック

StarTeam のヘルプ システムが開きます。 アプリケーションの機能に関するヘルプ トピックの一覧を表示
します。 [目次] を表示したり、[インデックス] タブで特定のキーワードを検索したりできます。

about

リリースと著作権の情報を表示し、ワークステーション上での Java 仮想マシンと特定のクラスの位置に関
する情報を表示します。

関連概念
ヘルプの使い方
関連参照
Cross-Platform Client メニュー
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カスタマイズ
カスタマイズに関する参照情報を提供します。
このセクションの内容
電子メール カスタマイズの参照
StarTeam でのカスタム電子メール通知の構成に使用する構成とメッセージ テンプレートに関する参照情報を提供
します。
[詳細] ペイン カスタマイズの参照
ここは、Cross-Platform Client の詳細（下部）ペインの修正のスタート地点として使用できるサンプル テンプレート
があります。
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電子メール カスタマイズの参照
ここでは、StarTeam でのカスタム電子メール通知の構成に使用する構成とメッセージ テンプレートに関する参照情報を提
供します。
このセクションの内容
変更要求構成ファイル
電子メール通知メッセージのカスタマイズに使用する ChangeRequest.xml 構成ファイルについて説明します。
変更要求メッセージ テンプレート構文
カスタマイズされた電子メール通知用の cr-new.txt ファイル内で使用されるメッセージ テンプレート構文につい
て説明します。
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変更要求構成ファイル
ここでは、ChangeRequest.xml 構成ファイルについて説明します。 サーバー構成リポジトリには、Notifications というサブ
フォルダがあり、このファイル以外の構成ファイルも含まれています。

ChangeRequest.xml
1. <?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8” standalone=”no” ?>
2. <notification-config version=”1.0”>
3. <rule-list>
4. <rule project=”*” event=”new” template=”cr-new-html”/>
5. <rule project=”*” event=”modified” template=”cr-modified-html”/>
6. <rule project=”*Project*” event=”new” template=”cr-new-txt”/>
7. <rule project=”*Project*” event=”modified” template=”cr-modified-txt”/>
注: template は、必須の rule 属性です。 通知に使用するメッセージ テンプレートを指定し、<template id=”cr-newhtml”> などのテンプレート ノードの １ つと対応させる必要があります。 event と project は、任意の rule 属性で
す。 event は、通知をトリガするアイテムが作成中（“new”）、編集中（“modified”）、または 2 つのうちのいずれか
（“*”）であることを指定します。 event 属性を省略すると、すべてのイベントに通知が適用されます。 project を指定
することにより、特定のプロジェクト（単数または複数）のみに通知を限定できます。 省略すると、すべてのプロジェクト
に通知が適用されます。
8. </rule-list>
9. <template-list>
10. <template id=”cr-new-html”>
11. <subject>New Change Request #~~ChangeNumber~~</subject>
12. <body content-type=”text/html” template-file=”.\cr-new.html” />
注: template-file 属性には、絶対ファイル パスまたは Notifications フォルダからの相対パスを指定できます。
13. </template>
14. <template id=”cr-modified-html”>
15. <subject>Modified Change Request #~~ChangeNumber~~</subject>
16. <body content-type=”text/html” template-file=”.\cr-modified.html” />
17. </template>
18. <template id=”cr-new-txt”>
19. <subject>New Change Request #~~ChangeNumber~~</subject>
20. <body content-type=”text/plain” template-file=”.\cr-new.txt” />
21. </template>
22. <template id=”cr-modified-txt”>
23. <subject>Modified Change Request #~~ChangeNumber~~</subject>
24. <body content-type=”text/plain” template-file=”.\cr-modified.txt” />
25. </template>
26. </template-list>
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26. </notification-config>

構成ファイルの調査
上記のファイルでは、<rule-list> 属性内に次のコード セクションがあります。
<rule project=”*” event=”new” template=”cr-new-html”/>
<rule project=”*” event=”modified” template=”cr-modified-html”/>
<rule project=”*Project*” event=”new” template=”cr-new-txt”/>
<rule project=”*Project*” event=”modified” template=”cr-modified-txt”/>
変更要求を作成または変更する場合、サーバーは <rule-list> 要素内に定義されているルールから、アスタリスクのワ
イルドカード文字以上で構成される現在のプロジェクトの名前と一致する最初の project 属性を検索します。 こうすると、よ
り厳密なルールを作成しなかったプロジェクトでも project=”*” を使用して検索できます。 たとえば、上記のサンプル コ
ードを使用すると、Project2 という名のプロジェクトはテキスト テンプレートを使用し、Whitestar という名のプロジェクトは
HTML テンプレートを使用します。
次に、サーバーは一致するルールを検索して、現在の “new” または “modified” 変更要求に適用するかどうかを判
断します。 これは、ルールの event 属性の値が “new” か “modified” によって決まります。 この値がない
か、“*” に設定されていると、すべての変更要求にこのルールを使用します。 現在の変更要求が "new" であれば、
event 属性が “new” または “*” になっているルールが見つかります。
サーバーが正しいルールを探し出すと、template 属性は電子メールで使用する件名の行、テンプレート ファイルのタイ
プ、テンプレート ファイルへのパスがこの .xml ファイルのどこを探せばよいかを示します。 サンプルの
ChangeRequest.xml ファイルでは、選択したルール内の template 属性が “cr-new-txt” だった場合、サーバーは次の
テンプレート セクションを使用してさらに情報を取得します。
<template id=”cr-new-txt”>
<subject>New Change Request #~~ChangeNumber~~</subject>
<body content-type=”text/plain” template-file=”.\cr-new.txt” />
</template>
電子メールの件名行は New Change Request となり、その後ろに変更要求番号が続きます。 テンプレートのコンテンツ タ
イプは “text/plain” で、テンプレート ファイルは “.\cr-new.txt” に置かれています。 テンプレート ファイルについ
ては、絶対パスまたは Notifications フォルダからの相対パスを使用できます。 この例では、Notifications フォルダ内のテ
ンプレート ファイルの場所を指定するため相対パスを使用します。
関連参照
フィールド
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変更要求メッセージ テンプレート構文
ここでは、cr-new.txt メッセージ テンプレート ファイルについて説明し、一般的なメッセージ テンプレート構文を調査しま
す。 カスタム テンプレートには、HTML 形式またはテキスト形式を使用できます。 サーバー構成リポジトリには、
Notifications サブフォルダがあって、その中にこのファイルがあります。また、変更要求、要件、タスク、およびトピックに対
するその他のメッセージ テンプレート ファイルが、HTML とテキスト両方の形式で用意されています。

cr-new.txt
This message has been sent to you automatically by StarTeam Server
because the Change Request described below has been created
by ~~ModifiedUserID~~.
The Change Request is located in
Project: ~~project~~
View: ~~view~~
Property Summary:
Type: ~~type~~
Status: ~~status~~
Responsibility: ~~responsibility~~
Priority: ~~priority~~
Severity: ~~severity~~
Platform: ~~platform~~
Entered By: ~~EnteredBy~~
Entered On: ~~EnteredOn~~
Synopsis: ~~synopsis~~
Description: ~~Description~~
You can access Change Request #~~ChangeNumber~~ by following this URL:
~~url~~

メッセージ テンプレート構文の調査
プロパティ フィールドの現在の値を使用する場合は常に、そのフィールドの内部名の前後にダブルチルダ（~~）を付けて入
力します。 たとえば、ステータス： ~~status~~ とすると、電子メールの中に "ステータス：" という語に続いて status プ
ロパティの現在の値が表示されます。
ファイルでは、同様に ~~url~~ を使用して変更要求の StarTeam URL を取り込みます。
注: クライアント計算プロパティ フィールドは、通知メッセージ テンプレート内では使用できません。 すべてのフィールドの
一覧は、このトピックの最後にある「フィールドとクエリ」リンクを参照してください。 フィールドの説明に、その内部名とク
ライアント計算プロパティかどうかが示されています。
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変更済みフィールドの値の表示
cr-modified.txt のテキストでは、次の構文を使用します。
~~isnew.AddressedBy?Addressed By: ~~~~isnew.AddressedBy~~~~isnew.AddressedBy?~~
これらの表現では、プロパティ フィールドの内部名の前に isnew が付きます。 こうすることにより、フィールド値が変更され
た場合に限り、つまり、このフィールドの値が以前とは異なる場合に限り、作成する通知電子メールにプロパティ フィールド
値と追加の書式テキストの両方、または一方が含まれるよう、テンプレートで指定できます。
AddressedBy プロパティが変更要求の以前のバージョンから変更されている場合に限り、テキスト Addressed By:（最初の
表現、~~isnew.AddressedBy?Addressed By: ~~ から）、AddressedBy プロパティの値（第 2 の表現、
~~isnew.AddressedBy~~ による）、および後ろにつく改行（最後の表現から）が、電子メール通知メッセージに表示されま
す。
テキスト版ではなく、HTML 版のメッセージ テンプレートを使用している場合、（このバージョンで変更があった場合に限り）
出力を太字にして表すには、次のようにします。
Addressed By: ~~isnew.AddressedBy? <b>~~~~AddressedBy~~~~isnew.AddressedBy?</b>~~
上記の例では、電子メール通知は次のようになります。

♦ Addressed By: (常に含まれるテキストまたは書式設定)
♦ ~~isnew.AddressedBy?<b>~~ (AddressedBy（フィールドがこのバージョンで変わっている場合に限り含まれるテキス
トまたは書式設定）

♦ ~~AddressedBy~~ (常に含まれる値）
♦ ~~isnew.AddressedBy?</b>~~ (AddressedBy（フィールドがこのバージョンで変わっている場合に限り含まれるテキ
ストまたは書式設定）

メッセージ テンプレート構文の定義
一般に、メッセージ テンプレート ファイルには、次の情報を入れることができます。
注: 次の例では、propname は type、status、responsibility などになります。 プロパティ フィールド名のその他の例に
ついては、このトピックの最初にあるサンプル cr-new.txt ファイルを参照してください。

♦ ~~propname~~： 指定されたプロパティの値で置き換えられます。
♦ ~~old.propname~~： 指定されたプロパティの旧値で置き換えられます。
♦ ~~new.propname~~： 指定されたプロパティの新しい値で置き換えられます。
♦ ~~project~~： そのアイテムを含むプロジェクト名で置き換えられます。 これは、通常のアイテム プロパティとしては
使用できません。

♦ ~~view~~: そのアイテムを含むビュー名で置き換えられます。
♦ ~~url~~： そのアイテムの StarTeam URL で置き換えられます。
♦ ~~isnew.propname~~: propname プロパティの値が新しい場合に限り、そのプロパティ値で置き換えられます。 それ
以外の場合は、この表現は空文字列になります。

♦ ~~isnew.propname?text-string~~: propname プロパティの値が新しい場合に限り、この text-string テキストで置き
換えられます。 それ以外の場合は、この表現は空文字列になります。

関連参照
フィールド

846

[詳細] ペイン カスタマイズの参照
ここは、Cross-Platform Client の詳細（下部）ペインの修正のスタート地点として使用できるサンプル テンプレートがありま
す。
このセクションの内容
フォルダ テンプレートのサンプル
フォルダ コンポーネントの [詳細] ペインの変更に使用する HTML ベースのテンプレートの例を示します。
ファイル テンプレートのサンプル
ファイル コンポーネントの [詳細] ペインの変更に使用する HTML ベースのテンプレートの例を示します。
変更要求テンプレートのサンプル
変更要求コンポーネントの [詳細] ペインの変更に使用する HTML ベースのテンプレートの例を示します。
タスク テンプレートのサンプル
タスク コンポーネントの [詳細] ペインの変更に使用する HTML ベースのテンプレートの例を示します。
トピック テンプレートのサンプル
トピックコンポーネントの [詳細] ペインの変更に使用する HTML ベースのテンプレートの例を示します。
要件テンプレートのサンプル
要件コンポーネントの [詳細] ペインの変更に使用する HTML ベースのテンプレートの例を示します。
変更パッケージ テンプレートのサンプル
変更パッケージ コンポーネントの [詳細] ペインの変更に使用する HTML ベースのテンプレートの例を示します。
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フォルダ テンプレートのサンプル
次のサンプルを使用して、フォルダ コンポーネントの [詳細] ペインをカスタマイズできます。

フォルダ HTML テンプレートのサンプル
<html>
<head></head>
<body>
<table bgcolor=#aaabbbccc width=100%>
<tr>
<td align=center><b>~~Name~~<b></td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
<td align=left><b>Status:</b></td>
<td>~~Status~~</td>
</tr>
<tr>
<td align=left><b>Working folder:</b></td>
<td>~~LocalPath~~</td>
</tr>
<tr>
<td align=left><b>Project Folder Path:</b></td>
<td>~~Folder Path~~</td>
</tr>
</table>
<hr>
<b>Last modified by:</b>~~Author~~、~~Date&Time~~<br>
<b>Comment:</b><i>~~Comment~~</i>
</body>
</html>

[詳細] ペイン テンプレートで使用されるフィールド
[詳細] ペインの HTML テンプレートで使用されるフィールドは、ダブルチルダ ~~ 文字で囲まれているときにはクライアント
で認識できます。 たとえば、~~LocalPath~~ フォルダのプロパティ ダイアログ・ボックスの 名前 タブにある、作業フォルダ
の完全パス フィールドで表されるローカル作業フォルダへのパスを表します。 [詳細] ペイン テンプレートで使用できるフィ
ールドの詳細については、このトピックの最後にあるリンクを参照してください。
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注: このサンプル テンプレートに示されたフィールドは、レポート テンプレートや電子メール通知テンプレートなど CrossPlatform Client に付属しているその他のテンプレートでも使用できます。
関連手順
[詳細] ペインのカスタマイズ
関連参照
[詳細] ペイン カスタマイズの参照
フィールド
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ファイル テンプレートのサンプル
次のサンプルを使用して、ファイル コンポーネントの [詳細] ペインをカスタマイズできます。

サンプル ファイル HTML テンプレート
<html>
<head></head>
<body>
<table bgcolor=#aaabbbccc width=100%>
<tr>
<td align=center><b>~~Name~~<b></td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
<td align=left><b>Status:</b></td>
<td>~~Status~~</td>
</tr>
<tr>
<td align=left><b>Size:</b></td>
<td>~~FileSize~~</td>
</tr>
<tr>
<td align=left><b>Working folder:</b></td>
<td>~~Path~~</td>
</tr>
<tr>
<td align=left><b>Project Folder Path:</b></td>
<td>~~Folder Path~~</td>
</tr>
</table>
<hr>
<b>Last modified by:</b>~~Author~~、~~Date&Time~~<br>
<b>Comment:</b><i>~~Comment~~</i>
</body>
</html>
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[詳細] ペイン テンプレートで使用されるフィールド
[詳細] ペインの HTML テンプレートで使用されるフィールドは、ダブルチルダ ~~ 文字で囲まれているときにはクライアント
で認識できます。 たとえば、~~Path~~ は、ファイルのプロパティ ダイアログ ボックスの 作業ファイル タブにある パス フィ
ールドで表されるローカルな作業フォルダへのパスを表します。 [詳細] ペイン テンプレートで使用できるフィールドの詳細
については、このトピックの最後にあるリンクを参照してください。
注: このサンプル テンプレートに示されたフィールドは、レポート テンプレートや電子メール通知テンプレートなど CrossPlatform Client に付属しているその他のテンプレートでも使用できます。
関連手順
[詳細] ペインのカスタマイズ
関連参照
[詳細] ペイン カスタマイズの参照
フィールド
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変更要求テンプレートのサンプル
次のサンプルを使用して、変更要求コンポーネントの [詳細] ペインをカスタマイズできます。

変更要求 HTML テンプレートのサンプル
<html>
<head></head>
<body>
<table width=100% border=1>
<tr bgcolor=#aabbcc>
<th>CR Number</th>
<th>Status</th>
<th>Priority</th>
<th>Type</th>
<th>Responsibility</th>
</tr><tr>
<td align=center>~~ChangeNumber~~</td>
<td align=center>~~Status~~</td>
<td align=center>~~Priority~~</td>
<td align=center>~~Type~~</td>
<td align=center>~~Responsibility~~</td>
</tr>
</table>
<p align=right
<b>Entered By</b>:~~EnteredBy~~, ~~EnteredOn~~ </p>
<b>Synopsis</b>:<br> ~~Synopsis~~ <br><br>
<b>Description</b>:<br> ~~Description~~ <br><br>
<b>Work Around</b>:<br> ~~WorkAround~~ <br><br>
<b>Fix</b>:~~Fix~~<br> <br><hr>
<i>Last modified by:~~ModifiedUserID~~, ~~ModifiedTime~~</i><br>
<b>Number of attachments</b>:~~AttachmentCount~~<br>
<!-<b>Flag User List</b>:~~FlagUserList~~<br>
<b>Version</b>:~~RevisionNumber~~<br>
<b>Branch State</b>:~~BranchState~~<br>
<b>Read Status User List</b>:~~ReadStatusUserList~~<br>
<b>Branch On Change</b>:~~BranchOnChange~~<br>
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<b>Attachment IDs</b>:~~AttachmentIDs~~<br>
<b>Closed On</b>:~~ClosedOn~~<br>
<b>Component</b>:~~Component~~<br>
<b>Parent ID</b>:~~ParentObjectID~~<br>
<b>Root Object ID</b>:~~RootObjectID~~<br>
<b>Created Time</b>:~~CreatedTime~~<br>
<b>Share State</b>:~~ShareState~~<br>
<b>CommentID</b>:~~CommentID~~<br>
<b>Folder</b>:~~Folder~~<br>
<b>Created By</b>:~~CreatedUserID~~<br>
<b>Deleted Time</b>:~~DeletedTime~~<br>
<b>Dot Notation ID</b>:~~DotNotationID~~<br>
<b>Parent Revision</b>:~~PathRevision~~<br>
<b>Last Build Tested</b>:~~LastBuildTested~~<br>
<b>Non-Exclusive Lockers</b>:~~NonExclusiveLockers~~<br>
<b>Short Comment</b>:~~ShortComment~~<br>
<b>Locked By</b>:~~ExclusiveLocker~~<br>
<b>Folder Path</b>:~~Folder Path~~<br>
<b>Object ID</b>:~~ID~~<br>
<b>Flag</b>:~~Flag~~<br>
<b>Platform</b>:~~Platform~~<br>
<b>Severity</b>:~~Severity~~<br>
<b>Read Only</b>:~~ReadOnly~~<br>
<b>My Lock</b>:~~MyLock~~<br>
<b>Configuration Time</b>:~~ConfigurationTime~~<br>
<b>Comment</b>:~~Comment~~<br>
<b>Revision Flags</b>:~~RevisionFlags~~<br>
<b>Parent Branch Revision</b>:~~ParentRevision~~<br>
<b>External Reference</b>:~~ExternalReference~~<br>
<b>Category</b>:~~Category~~<br>
<b>End Modified Time</b>:~~EndModifiedTime~~<br>
<b>New Revision Comment</b>:~~NewRevisionComment~~<br>
<b>Addressed In</b>:~~AddressedIn~~<br>
<b>Resolved On</b>:~~ResolvedOn~~<br>
<b>View</b>:~~ViewID~~<br>
<b>Addressed In View</b>:~~AddressedInView~~<br>
<b>Addressed By</b>:~~AddressedBy~~<br>
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<b>Verified On</b>:~~VerifiedOn~~<br>
<b>Deleted By</b>:~~DeletedUserID~~<br>
<b>Test Command</b>:~~TestCommand~~<br>
<b>Attachment names</b>:~~AttachmentNames~~<br>
<b>Dot Notation</b>:~~DotNotation~~<br>
<b>Read Status</b>:~~ReadStatus~~<br>
-->
</body>
</html>

[詳細] ペイン テンプレートで使用されるフィールド
[詳細] ペインの HTML テンプレートで使用されるフィールドは、ダブルチルダ ~~ 文字で囲まれているときにはクライアント
で認識できます。 たとえば、~~Status~~ は、変更要求プロパティ ダイアログ ボックスにあるステータス フィールドを表しま
す。 [詳細] ペイン テンプレートで使用できるフィールドの詳細については、このトピックの最後にあるリンクを参照してくだ
さい。
注: このサンプル テンプレートに示されたフィールドは、レポート テンプレートや電子メール通知テンプレートなど CrossPlatform Client に付属しているその他のテンプレートでも使用できます。
関連手順
[詳細] ペインのカスタマイズ
関連参照
[詳細] ペイン カスタマイズの参照
フィールド
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タスク テンプレートのサンプル
次のサンプルを使用して、タスク コンポーネントの [詳細] ペインをカスタマイズできます。

タスク HTML テンプレートのサンプル
<html>
<head></head>
<body>
<b><b>MS WBS Code:</b> ~~StTaskWBSCode~~ <br>
<b>Attention Notes:</b> ~~StTaskAttentionNotes~~ <br>
<b>Estimated Start:</b> ~~StTaskEstimatedStart~~ <br>
<b>My Lock:</b> ~~MyLock~~ <br>
<b>Folder Path:</b> ~~Folder Path~~ <br>
<b>Estimated Hours Variance:</b> ~~StTaskEstimatedHoursVariance~~ <br>
<b>Task Duration:</b> ~~StTaskDuration~~ <br>
<b>Version:</b> ~~RevisionNumber~~ <br>
<b>Resource IDs:</b> ~~StTaskResourceIDs~~ <br>
<b>Flag:</b> ~~Flag~~ <br>
<b>Short Comment:</b> ~~ShortComment~~ <br>
<b>Created By:</b> ~~CreatedUserID~~ <br>
<b>Responsibility:</b> ~~StTaskResponsibility~~ <br>
<b>Constraint Date:</b> ~~StTaskConstraintDate~~ <br>
<b>Created Time:</b> ~~CreatedTime~~ <br>
<b>Share State:</b> ~~ShareState~~ <br>
<b>Locked By:</b> ~~ExclusiveLocker~~ <br>
<b>Priority:</b> ~~StTaskPriority~~ <br>
<b>Resource Count:</b> ~~StTaskResourceCount~~ <br>
<b>Estimated Finish:</b> ~~StTaskEstimatedFinish~~ <br>
<b>Actual Start:</b> ~~StTaskActualStart~~ <br>
<b>Actual Finish:</b> ~~StTaskActualFinish~~ <br>
<b>Estimated Hours:</b> ~~StTaskEstimatedHours~~ <br>
<b>Is My Task?:</b> ~~StTaskIsMyTask~~ <br>
<b>Attachment IDs:</b> ~~AttachmentIDs~~ <br>
<b>Estimated Start Variance:</b> ~~StTaskEstimatedStartVariance~~ <br>
<b>Deleted By:</b> ~~DeletedUserID~~ <br>
<b>Dot Notation:</b> ~~DotNotation~~ <br>
<b>Parent Task ID:</b> ~~StTaskParentID~~ <br>
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<b>MS Task Unique ID:</b> ~~StTaskUniqueID~~ <br>
<b>Status:</b> ~~StTaskStatus~~ <br>
<b>Notes:</b> ~~StTaskNotes~~ <br>
<b>Read Status:</b> ~~ReadStatus~~ <br>
<b>Children Count:</b> ~~ChildrenCount~~ <br>
<b>Constraint Type:</b> ~~StTaskConstraintType~~ <br>
<b>Last Work/Dependency Update:</b> ~~StWorkDependencyLastUpdate~~ <br>
<b>Modified By:</b> ~~ModifiedUserID~~ <br>
<b>New Revision Comment:</b> ~~NewRevisionComment~~ <br>
<b>Non-Exclusive Lockers:</b> ~~NonExclusiveLockers~~ <br>
<b>Resource Names:</b> ~~StTaskResourceNames~~ <br>
<b>Read Status User List:</b> ~~ReadStatusUserList~~ <br>
<b>Task Type:</b> ~~StTaskType~~ <br>
<b>Estimated Finish Variance:</b> ~~StTaskEstimatedFinishVariance~~ <br>
<b>Actual Hours:</b> ~~StTaskActualHours~~ <br>
<b>Revision Flags:</b> ~~RevisionFlags~~ <br>
<b>Percent Complete:</b> ~~StTaskPercentComplete~~ <br>
<b>Task Name:</b> ~~StTaskName~~ <br>
<b>Attachment Count:</b> ~~AttachmentCount~~ <br>
<b>CommentID:</b> ~~CommentID~~ <br>
<b>Is Replicated:</b> ~~Is Replicated~~ <br>
<b>Flag User List:</b> ~~FlagUserList~~ <br>
<b>Object ID:</b> ~~ID~~ <br>
<b>Task Origin:</b> ~~StTaskOrigin~~ <br>
<b>Modified Time:</b> ~~ModifiedTime~~ <br>
<b>MS Project File Name:</b> ~~StTaskMSProjectFileName~~ <br>
<b>Deleted Time:</b> ~~DeletedTime~~ <br>
<b>Milestone:</b> ~~StTaskMilestone~~ <br>
<b>Work Record Count:</b> ~~WorkRecCount~~ <br>
<b>Configuration Time:</b> ~~ConfigurationTime~~ <br>
<b>Last MS Project Update:</b> ~~StTaskMSProjectLastUpdate~~ <br>
<b>MS Task GUID:</b> ~~StTaskGUID~~ <br>
<b>End Modified Time:</b> ~~EndModifiedTime~~ <br>
<b>Task Number:</b> ~~StTaskNumber~~ <br>
<b>Needs Attention:</b> ~~StTaskNeedsAttention~~ <br>
<b>Attachment names:</b> ~~AttachmentNames~~ <br>
<b>Comment:</b> ~~Comment~~ <br>
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<b>Read Only:</b> ~~ReadOnly~~ <br>
</body>
</html>

[詳細] ペイン テンプレートで使用されるフィールド
[詳細] ペインの HTML テンプレートで使用されるフィールドは、ダブルチルダ ~~ 文字で囲まれているときにはクライアント
で認識できます。 たとえば、~~StTaskEstimatedStart~~ は、タスクのプロパティ ダイアログ ボックスにある予定開始日フ
ィールドを表します。 [詳細] ペイン テンプレートで使用できるフィールドの詳細については、このトピックの最後にあるリン
クを参照してください。
注: このサンプル テンプレートに示されたフィールドは、レポート テンプレートや電子メール通知テンプレートなど CrossPlatform Client に付属しているその他のテンプレートでも使用できます。
関連手順
[詳細] ペインのカスタマイズ
関連参照
[詳細] ペイン カスタマイズの参照
フィールド
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トピック テンプレートのサンプル
次のサンプルを使用して、トピック コンポーネントの [詳細] ペインをカスタマイズできます。

トピック HTML テンプレートのサンプル
<html>
<head></head>
<body>
<b>Flag User List</b>:~~FlagUserList~~<br>
<b>Version</b>:~~RevisionNumber~~<br>
<b>Status</b>:~~Status~~<br>
<b>Read Status User List</b>:~~ReadStatusUserList~~<br>
<b>Modified Time</b>:~~ModifiedTime~~<br>
<b>Attachment IDs</b>:~~AttachmentIDs~~<br>
<b>Created Time</b>:~~CreatedTime~~<br>
<b>Content</b>:~~Description~~<br>
<b>Share State</b>:~~ShareState~~<br>
<b>CommentID</b>:~~CommentID~~<br>
<b>Created By</b>:~~CreatedUserID~~<br>
<b>Deleted Time</b>:~~DeletedTime~~<br>
<b>Children Count</b>:~~ChildrenCount~~<br>
<b>Title</b>:~~Title~~<br>
<b>Non-Exclusive Lockers</b>:~~NonExclusiveLockers~~<br>
<b>Topic Number</b>:~~TopicNumber~~<br>
<b>Recipient IDs</b>:~~RecipientIDs~~<br>
<b>Short Comment</b>:~~ShortComment~~<br>
<b>Recipient Count</b>:~~RecipientCount~~<br>
<b>Locked By</b>:~~ExclusiveLocker~~<br>
<b>Folder Path</b>:~~Folder Path~~<br>
<b>Object ID</b>:~~ID~~<br>
<b>Flag</b>:~~Flag~~<br>
<b>Recipient Names</b>:~~RecipientNames~~<br>
<b>Read Only</b>:~~ReadOnly~~<br>
<b>My Lock</b>:~~MyLock~~<br>
<b>Configuration Time</b>:~~ConfigurationTime~~<br>
<b>Comment</b>:~~Comment~~<br>
<b>Revision Flags</b>:~~RevisionFlags~~<br>
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<b>End Modified Time</b>:~~EndModifiedTime~~<br>
<b>Am I Recipient?</b>:~~AmIRecipient~~<br>
<b>New Revision Comment</b>:~~NewRevisionComment~~<br>
<b>Attachment Count</b>:~~AttachmentCount~~<br>
<b>Type</b>:~~Type~~<br>
<b>Priority</b>:~~Priority~~<br>
<b>Modified By</b>:~~ModifiedUserID~~<br>
<b>Deleted By</b>:~~DeletedUserID~~<br>
<b>Attachment names</b>:~~AttachmentNames~~<br>
<b>Dot Notation</b>:~~DotNotation~~<br>
<b>Read Status</b>:~~ReadStatus~~<br>
<b>Parent Topic ID</b>:~~ParentTopicID~~<br>
</body>
</html>

[詳細] ペイン テンプレートで使用されるフィールド
[詳細] ペインの HTML テンプレートで使用されるフィールドは、ダブルチルダ ~~ 文字で囲まれているときにはクライアント
で認識できます。 たとえば、~~Status~~ は、トピック プロパティ ダイアログ ボックスにあるステータス フィールドを表しま
す。 [詳細] ペイン テンプレートで使用できるフィールドの詳細については、このトピックの最後にあるリンクを参照してくだ
さい。
注: このサンプル テンプレートに示されたフィールドは、レポート テンプレートや電子メール通知テンプレートなど CrossPlatform Client に付属しているその他のテンプレートでも使用できます。
関連手順
[詳細] ペインのカスタマイズ
関連参照
[詳細] ペイン カスタマイズの参照
フィールド
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要件テンプレートのサンプル
次のサンプルを使用して、要件コンポーネントの [詳細] ペインをカスタマイズできます。

要件 HTML テンプレートのサンプル
<html>
<head></head>
<body>
<b>Requirement</b>: #~~Number~~<br>
<b>Name</b>: ~~Name~~<br>
<b>Version</b>:~~RevisionNumber~~<br>
<b>Modified By</b>:~~ModifiedUserID~~<br>
<b>Modified On</b>: ~~ModifiedTime~~<br>
<b>Comment</b>:~~Comment~~<br>
<b>Created By</b>:~~CreatedUserID~~<br>
<b>Created On</b>: ~~CreatedTime~~<br>
<b>Owner</b>: ~~Owner~~<br>
<b>Status</b>:~~Status~~<br>
<b>Priority</b>:~~Priority~~<br>
<b>Locked By</b>:~~ExclusiveLocker~~<br>
<b>Description</b>: ~~Description~~<br>
<b>Attachments</b>: ~~AttachmentLinks~~<br>
<b>Attachment Count</b>:~~AttachmentCount~~<br>
<b>Attachment names</b>:~~AttachmentNames~~<br>
<b>Read Status User List</b>:~~ReadStatusUserList~~<br>
<b>Share State</b>:~~ShareState~~<br>
<b>CommentID</b>:~~CommentID~~<br>
<b>Disabled</b>: ~~Disabled~~<br>
<b>Children Count</b>:~~ChildrenCount~~<br>
<b>Child Type</b>: ~~ChildType~~<br>
<b>Non-Exclusive Lockers</b>:~~NonExclusiveLockers~~<br>
<b>Short Comment</b>:~~ShortComment~~<br>
<b>Recipient Count</b>:~~RecipientCount~~<br>
<b>Folder Path</b>:~~Folder Path~~<br>
<b>Object ID</b>:~~ID~~<br>
<b>Flag</b>:~~Flag~~<br>
<b>Read Only</b>:~~ReadOnly~~<br>
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<b>My Lock</b>:~~MyLock~~<br>
<b>Configuration Time</b>:~~ConfigurationTime~~<br>
<b>End Modified Time</b>:~~EndModifiedTime~~<br>
<b>Am I Responsible?</b>: ~~AmIResponsible~~<br>
<b>New Revision Comment</b>:~~NewRevisionComment~~<br>
<b>Type</b>:~~Type~~<br>
<b>Attachment IDs</b>:~~AttachmentIDs~~<br>
<b>Dot Notation</b>:~~DotNotation~~<br>
<b>Read Status</b>:~~ReadStatus~~<br>
<b>Parent Requirement ID</b>: ~~ParentRequirementID~~<br>
<b>Ambiguities Found</b>: ~~AmbiguitiesFound~~<br>
<b>Expected Effort</b>: ~~ExpectedEffort~~<br>
<b>External Reference</b>:~~ExternalReference~~<br>
<b>High Effort</b>: ~~HighEffort~~<br>
<b>Low Effort</b>: ~~LowEffort~~<br>
<b>Notes</b>: ~~Notes~~<br>
<b>Responsible Count</b>: ~~ResponsibleCount~~<br>
<b>Responsible Names</b>: ~~ResponsibleNames~~<br>
<b>Revised Description</b>: ~~RevisedDescription~~<br>
</body>
</html>

[詳細] ペイン テンプレートで使用されるフィールド
[詳細] ペインの HTML テンプレートで使用されるフィールドは、ダブルチルダ ~~ 文字で囲まれているときにはクライアント
で認識できます。 たとえば、~~Status~~ は、要件 ダイアログ ボックスにあるステータス フィールドを表します。 [詳細] ペ
イン テンプレートで使用できるフィールドの詳細については、このトピックの最後にあるリンクを参照してください。
注: このサンプル テンプレートに示されたフィールドは、レポート テンプレートや電子メール通知テンプレートなど CrossPlatform Client に付属しているその他のテンプレートでも使用できます。
関連手順
[詳細] ペインのカスタマイズ
関連参照
[詳細] ペイン カスタマイズの参照
フィールド
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変更パッケージ テンプレートのサンプル
次のサンプルを使用して、変更パッケージ コンポーネントの [詳細] ペインをカスタマイズできます。

変更パッケージ HTML テンプレートのサンプル
<html>
<head></head>
<body>
<b>Change package</b>: ~~Name~~<br>
<b>Change package</b>: ~~State~~<br>
<b>Change package</b>: ~~Revision~~<br>
<b>Change package</b>: ~~DotNotation~~<br>
<b>Created By</b>:~~CreatedUserID~~<br>
<b>Created Time</b>:~~CreatedTime~~<br>
<b>Last Modified</b>: ~~ModifiedUserID~~<br>
<b>Last Modified</b>: ~~ModifiedTime~~<br>
<b>Committed</b>: ~~CommitUserID~~<br>
<b>committed</b>: ~~CommitTime~~<br>
<b>Description</b>: ~~Description~~<br>
<b>Session Type</b>: ~~SessionType~~<br>
<b>Responsibility</b>: ~~Responsibility~~<br>
<b>Source view</b>: ~~SourceViewID~~<br>
<b>Target view</b>: ~~TargetViewID~~<br>
<b>Transaction ID</b>: ~~TransactionID~~<br>
<b>Comment</b>:~~Comment~~<br>
<b>Committed in build</b>: ~~CommitedInBuild~~<br>
<b>Attachments</b>: ~~AttachmentLinks~~<br>
<b>Pre-commit View label</b>: ~~PreCommitViewLabel~~<br>
<b>Post-commit View label</b>: ~~PostCommitViewLabel~~<br>
<b>Pre-commit Revision label</b>: ~~PreCommitRevisionLabel~~<br>
<b>Post-commit Revision label</b>: ~~PostCommitRevisionLabel~~<br>
<b>Locked By</b>:~~ExclusiveLocker~~<br>
<b>Non-Exclusive Lockers</b>:~~NonExclusiveLockers~~<br>
<b>Read Only</b>:~~ReadOnly~~<br>
</body>
</html>

862

[詳細] ペイン テンプレートで使用されるフィールド
[詳細] ペインの HTML テンプレートで使用されるフィールドは、ダブルチルダ ~~ 文字で囲まれているときにはクライアント
で認識できます。 たとえば、~~Status~~ は、トピック プロパティ ダイアログ ボックスにあるステータス フィールドを表しま
す。 [詳細] ペイン テンプレートで使用できるフィールドの詳細については、このトピックの最後にあるリンクを参照してくだ
さい。
注: このサンプル テンプレートに示されたフィールドは、レポート テンプレートや電子メール通知テンプレートなど CrossPlatform Client に付属しているその他のテンプレートでも使用できます。
関連手順
[詳細] ペインのカスタマイズ
関連参照
[詳細] ペイン カスタマイズの参照
フィールド
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キーボード ショートカット
このセクションでは、キーボード ショートカットの一覧表を示します。
このセクションの内容
キーボード ショートカット（クライアント）
クライアントのキーボード ショートカットの一覧を示します。
ファイル比較/マージのキーボード ショートカット
ファイル比較/マージで定義済みのキーボード ショートカットを示します。
キーボード ショートカット（サーバー管理）
サーバー管理ウィンドウのキーボード ショートカットの一覧を示します。
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キーボード ショートカット（クライアント）
クライアントのキーボード ショートカットは以下のとおりです。
アクション

キーボード ショートカット

リンクの作成のキャンセル

ESC

チェックイン

CTRL+I

チェックインとロック解除

CTRL+U

チェックアウト

CTRL+G

チェックアウトとロック解除

CTRL+O

コンポーネントの更新

F5

コンポーネントの更新/折りたたみ CTRL+F5
削除

DELETE

検索

CTRL+F

次を検索

F3

前を検索

SHIFT+F3

フラグ

CTRL+F2

フラグの削除

CTRL+SHIFT+F2

外部更新

F6

ファイル注釈ツールの起動

ALT+F1

ファイル比較ツールの起動

ALT+F2

ヘルプの起動

F1

ロック/ロック解除

CTRL+L

プロジェクトの新規作成

CTRL+N

プロジェクトを開く

CTRL+P

テキスト編集で文字をやり直す

CTRL+Y

すべて選択 l

CTRL+A

アイテムのプロパティの表示

ALT+ENTER

テキスト編集で文字を元に戻す

CTRL+Z

更新

SHIFT+F5

注: Linux プラットフォームでは、ALT+F1 と ALT+F2 は共に KDE グローバル ショートカットとして指定されます。 これらのシ
ョートカットを使用してクライアントでファイル注釈ツールおよびファイル比較ツールを起動するには、これらをまず KDE
アプリケーションで無効にする必要があります。
関連参照
ファイル比較/マージのキーボード ショートカット
キーボード ショートカット（サーバー管理）
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ファイル比較/マージのキーボード ショートカット
以下の表に、ファイル比較/マージのキーボード ショートカットを示します。
アクション

キーボード ショートカット

ファイル比較の新規作成

CTRL+N

フォルダ比較の新規作成

CTRL+SHIFT+N

フォルダ マージの新規作成

CTRL+SHIFT+M

画像比較の新規作成

CTRL+ALT+N

すべて保存

CTRL+SHIFT+S

印刷

CTRL+P

元に戻す

CTRL+Z

やり直し

CTRL+Y

切り取り

CTRL+X

コピー

CTRL+C

貼り付け

CTRL+V

検索

CTRL+F

次を検索

F3

前を検索

SHIFT+F3

行を指定してジャンプ

CTRL+G

前の変更

F7 または ALT+UP

次の変更

F8 または ALT+DOWN

次のタブ

F6

前のタブ

SHIFT+F6

ペインを最大化/最小化

CTRL+M

分割バーを中央に移動

CTRL+H

分割バーを移動

CTRL+SHIFT+S

再読み込み

F5

オプション

CTRL+O

テキストの置換（左側より右側へ）（2 者間マージ） ALT+RIGHT
テキストの置換（右側より左側へ）（2 者間マージ） ALT+LEFT
テキストの追加（左側より右側へ）（2 者間マージ） ALT+SHIFT+RIGHT
テキストの追加（右側より左側へ）（2 者間マージ） ALT+SHIFT+LEFT
テキストの削除（左側ペイン）（2 者間マージ）

ALT+CTRL+LEFT

テキストの削除（右側ペイン）（2 者間マージ）

ALT+CTRL+RIGHT

テキストを上げる

ALT+SHIFT+UP

テキストを下げる

ALT+SHIFT+DOWN

テキストの置換（中央から左側へ）

ALT+<

テキストの置換（中央から右側へ）

ALT+>
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テキストの置換（左側から中央へ）

ALT+M

テキストの置換（右側から中央へ）

ALT+/

テキストの追加（左側から中央へ）

ALT+SHIFT+M

テキストの追加（右側から中央へ）

ALT+SHIFT+/

テキストの追加（中央から左側へ）

ALT+SHIFT+<

テキストの追加（中央から右側へ）

ALT+SHIFT+>

関連概念
ファイル比較/マージの概要
ファイル比較/マージ（FCM）の UI
関連手順
ファイルを比較およびマージする
ファイル比較/マージ オプションを設定する
関連参照
ファイル比較/マージのオプション
ファイル比較/マージのアクション
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キーボード ショートカット（サーバー管理）
サーバー管理ウィンドウのキーボード ショートカットは以下のとおりです。
アクション

キーボード ショートカット

グループの新規作成 CTRL+G
ユーザーの新規作成 CTRL+G

関連参照
キーボード ショートカット（クライアント）
ファイル比較/マージのキーボード ショートカット
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プロジェクト、フォルダ、アイテムのプロパティ
このセクションでは、すべての種類のアイテムに対し、プロパティの詳細を説明します。
このセクションの内容
フォルダ プロパティ
フォルダのプロパティおよび定義について説明します。
ファイルのプロパティ
ファイルのプロパティおよび定義について説明します。
要求変更プロパティ
要求変更のプロパティおよび定義について説明します。
要件プロパティ
要件のプロパティおよび定義について説明します。
タスクのプロパティ
タスクのプロパティおよび定義について説明します。
トピック プロパティ
トピックのプロパティおよび定義について説明します。
プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス
プロジェクトのプロパティのダイアログ ボックスにおけるオプションについて説明します。
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フォルダ プロパティ
ここでは、フォルダ のプロパティ ダイアログ ボックスのプロパティおよびその詳細について説明します。 フォルダ のプロパ
ティ ダイアログ ボックスには以下のタブ ページがあります。

Name（名前）
以下のプロパティが 名前 ページにあります。
プロパティ

説明

Name（名前）

フォルダ名を表示します。

説明

フォルダの詳細を表示します。

作成者

フォルダを作成したユーザー名を表示します。

作成日時

フォルダが作成された日時を表示します。

可視

このフォルダがビューで表示されるかどうかを示します。

作業フォルダ

デフォルトの作業フォルダおよび代替の作業フォルダのパスを表示します。
デフォルト： このパスは、プロジェクト リポジトリにアクセスする、すべての人が使うデフォルトの作業フォル
ダを示します。 プロジェクト管理者以外は、このパスを絶対に変更しないでください。
代替： このパスは現在使用しているのコンピュータ上の代替作業フォルダを示します。 ここで指定する代
替作業フォルダは、現在使用しているのコンピュータにのみ有効で、他のチーム メンバに対しては有効で
はありません。

作業フォルダの完全パス デフォルトまたは代替、作業フォルダとしてどちらか選択した方の完全パスを表示します。

除外
以下のプロパティが 除外 ページにあります。
プロパティ

説明

除外するファイル

フォルダに表示しないファイルまたはファイルの種類を示します。 除外リストの設定は、プロジェクトの既存ファイ
ルに対して有効ではありません。 これらの設定が適用されるのは、ステータスが ビュー外 になっているファイル
だけです。 除外リストは親フォルダから継承することができます。 除外オプションには以下のものがあります。
継承した除外リストとローカル除外リストを使用する： このフォルダに設定した除外リストおよび親フォルダの除
外リストを使用することを示します。
ローカル除外リストを使用する：このフォルダに設定した除外リストのみを使用することを示します。
除外リストを利用しない： フォルダに存在するすべてのファイルを表示します。

ローカル除外リスト このフォルダに適用する除外ファイル条件を表示します。 除外リストでは最大 255 文字使用できます。 ファイル
の指定（標準的なワイルドカード * や ? を使用）には、カンマ、スペース、セミコロンで区切って複数指定すること
ができます。 カンマ、空白、またはセミコロンをファイル指定の一部に使用する場合、それらを二重引用符で囲
みます。 たとえば、
*.exe,*.dll p*z.doc;*.t?t "test *.*"
継承した除外リスト このフォルダに有効な、親フォルダから継承した除外条件を表示します。
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履歴
履歴 ページにはフォルダのすべてのリビジョンが表示されます。 履歴 ページの各リビジョンには、以下のプロパティが表
示されます。
プロパティ

説明

ビュー（view） フォルダが属するビュー名を表示します。
リビジョン

ファイルのリビジョン番号を表示します。

変更者

フォルダを作成したユーザー名を表示します。

変更日時

リビジョンが作成された日時を表示します。

コメント

このリビジョンが作成された理由を説明するコメントを表示します。

ドット記法

分岐元のリビジョン番号を表示します。

リンク
以下のプロパティが リンク ページにあります。リンク ページには、このフォルダに対するすべてのリンクが表示されます。
プロパティ

説明

作成者

フォルダへのリンクを作成したユーザー名を表示します。

作成日時

リンクが作成された日時を表示します。

ビュー（view）

リンクが現在のビューで作成された場合は、現在のビューの名前を表示します。それ以外の場合は、リンクが
作成されたときのビューの名前、およびリンクが共有されているビューの名前を表示します。

フォルダ

リンクが存在するフォルダまたはアイテムが含まれているフォルダ名を表示します。

アイテムのタイプ

リンク ターゲットの対象となるアイテムのタイプを示します。 このアイテムはリンク リストに一覧表示されま
す。

アイテム

リンクを設定した元のアイテムを示します。 フォルダ名、ファイル名、変更要求番号、タスク番号、またはトピッ
ク番号によって識別されます。

アイテムの詳細

リンク元を、フォルダの [説明]、ファイルの [説明]、変更要求の [概要]、[タスク名]、トピックの [タイトル]、要件
の [名前] により説明します。

アイテムのバージョン 現在のビューにそのリビジョンがある場合、リンク元のバージョン番号を表示します。 リビジョン番号が表示さ
れない場合、リンク元のアイテムは固定ではなく変動に設定されています。
選択バージョン

現在のビューにリンク元のリビジョンがある場合、そのバージョン番号を表示します。 リビジョン番号が表示さ
れない場合、リンク元のアイテムは固定ではなく変動に設定されています。

コメント

リンクに対するコメントを表示します。

ファイル ステータス

フォルダにリンクされたファイルのステータスを表示します。

ロックしたユーザー

このフォルダにリンクしたファイルをロックしたユーザー名を表示します。

フォルダのパス

同一ビューでアイテムがリンクされているときのみ、フォルダのパス情報を表示します。 同一ビューではない場
合、次のメッセージが表示されます： 「利用不可： 別のビュー内のアイテム」。
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関連手順
アイテムのプロパティを表示または変更する
関連参照
要求変更プロパティ
ファイルのプロパティ
要件プロパティ
タスクのプロパティ
トピック プロパティ
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ファイルのプロパティ
ここでは、ファイル のプロパティ ダイアログ ボックスのプロパティおよびその詳細について説明します。 ファイル のプロパ
ティ ダイアログ ボックスには以下のタブ ページがあります。

全般
以下のプロパティが 全般 ページにあります。
プロパティ

説明

Name（名前）

ファイル名を表示します。

説明

ファイルの説明を表示します。

ステータス（Status）

作業フォルダにあるファイルのコピーと、リポジトリにあるチップ リビジョンの間の関係を示しま
す。

サイズ

チップ リビジョンのファイルサイズをバイトで表示します。

最終更新

ファイルを最後に更新したユーザー名を表示します。

変更日時

ファイルが最後に変更された日時を表示します。

ファイルのタイム スタンプ

ファイルが最後に変更された日時（タイム スタンプ）を表示します。

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名を表示します。

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名を表示します。
EOL チェックアウト形式:

チェックアウト中のテキスト ファイルの EOL 形式に対するオプションを表示します：
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 CR、固定 LF、固定 CRLF： この EOL 形式は常に使用される。ワークステーション/チェッ
クアウト変換オプションは無視される。 .

ファイル タイプ:

ファイルが ASCII（テキスト）、バイナリ、または Unicode のどのタイプかを示します。

実行可能ファイル

UNIX ファイル用に実行可能ビットを設定するかどうかを示します。

作業ファイル
以下のプロパティが 作業ファイル ページにあります。
プロパティ

説明

パス

ファイルの作業フォルダ パスを表示します。

ファイルが存在

ファイルが作業フォルダに存在するかどうかを示します。

サイズ

作業フォルダにあるファイルをバイト単位で表示します。

タイム スタンプ

作業フォルダのファイルが最後に変更された日時（タイム スタンプ）を表示します。

実行可能ファイル UNIX ファイル用に実行可能ビットを設定するかどうかを示します。

アーカイブ
以下のプロパティが アーカイブ ページにあります。
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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、またはその他のファイル タイプであるかを
示します。

形式

ファイルに対する保管庫のフォーマットを示します。 StarTeam 2006 では Native-II 形式となります。

アーカイブ ファイル名 チップ リビジョンに格納されている Native-II データ保管庫の名前を表示します。 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 進値に変換したものです。
圧縮

ファイルの圧縮のレベルを示します。
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： ファイル リビジョンの圧縮率を最大にします。 サーバーのスペースを節約するために
使います。
速度を最大にする： ファイル リビジョンの圧縮時間を最短にします。 サーバーのパフォーマンスを向上させる
ために使用します。
なし： 圧縮を行いません。

カスタム
アイテムの プロパティ ダイアログ ボックスに表示するカスタム プロパティが作成できます。
以下のプロパティが カスタム ページにあります。
プロパティ 説明

プロパティ カスタム プロパティ名を表示します。
値

それぞれのカスタム プロパティの値を表示します。 プロパティ名をダブルクリックすることで値が変更できます。

コメント
以下のプロパティが コメント ページにあります。
プロパティ

説明

このリビジョンのコメント 現在のリビジョンに対して行った変更の理由を表示します。
新規リビジョンのコメント 新しいリビジョンに対して行った変更の理由を表示します。

関連手順
アイテムのプロパティを表示または変更する
関連参照
要求変更プロパティ
フォルダ プロパティ
要件プロパティ
タスクのプロパティ
トピック プロパティ
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要求変更プロパティ
ここでは、要求変更 のプロパティ ダイアログ ボックスに表示されているプロパティおよびその詳細について説明します。
要求変更 のプロパティ ダイアログ ボックスには以下のタブ ページがあります。

概要
概要 ページには以下のプロパティがあります。
プロパティ

説明

ステータス

変更要求のステータスを表示します。

優先度

変更要求の優先度を表示します。 多くの場合、優先度のカスタマイズが使用され、このフィールドの値は拡張
されています。値は列挙型の数値として取り扱われます。 たとえば、「なし」を 0 に、「あり」を 1 とします。 管
理者により「なし」が「非優先」に、「あり」が「優先度 1」に変更され、「優先度 2」～「優先度 10」が追加されてい
ることもあります。

タイプ

変更要求のタイプ、障害 または 提案 を表示します。

重要度

変更要求の重要度を示します： 重要度は 低、中、高 から選択します。

プラットフォーム

変更要求がどのオペレーティング システムに適用されるかを示します。

テスト済み最新ビルド ビルド ラベルを表示します。変更要求がテストされた最後のビルドを示すために使われます。
外部参照

この変更要求の情報を提供したユーザーまたは外部のソースを示します。

以下のビルドで対応

変更要求が解決するビルド ラベルを示します。このラベルはビューにも適用されます。

コンポーネント

障害が発生したコンポーネントを表示します。 このプロパティは、カテゴリ プロパティと同時に用いられ、サブ
コンポーネント識別を助けます。

カテゴリ

障害が発生したサブコンポーネントを表示します。 このプロパティは、通常、コンポーネント プロパティと同時
に用いられます。

概要

変更要求の簡単な説明を表示します。

担当者

変更要求に対して現時点で責任を持つユーザー名を表示します。

提出者

変更要求を入力したユーザー名を表示します。

説明
説明 ページには以下のプロパティがあります。 このページには、テスト コマンドを参照するための 参照... ボタン、および
テストを実行するための 実行 ボタンも含まれます。
プロパティ

説明

説明と再現手順 変更要求に対して、もれのない詳細な説明を表示します。
テスト コマンド

変更要求に対して、解決を確認するためのテスト コマンドを表示します。

解決策
以下のプロパティが 解決策 ページにあります。
プロパティ 説明

回避策

変更要求に対し、解決（修正）以外の回避策を説明します。
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解決

変更要求に記載されている問題の解決策を表示します。

カスタム
アイテムの プロパティ ダイアログ ボックスに表示するカスタム プロパティが作成できます。
以下のプロパティが カスタム ページにあります。
プロパティ 説明

プロパティ カスタム プロパティ名を表示します。
値

それぞれのカスタム プロパティの値を表示します。 プロパティ名をダブルクリックすることで値が変更できます。

添付ファイル
添付ファイル ページでは、この変更要求に添付されたすべてのファイルを一覧表示します。

コメント
以下のプロパティが コメント ページにあります。
プロパティ

説明

このリビジョンのコメント 現在のリビジョンに対して行った変更の理由を表示します。
新規リビジョンのコメント 新しいリビジョンに対して行った変更の理由を表示します。

関連手順
アイテムのプロパティを表示または変更する
関連参照
ファイルのプロパティ
フォルダ プロパティ
要件プロパティ
タスクのプロパティ
トピック プロパティ
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要件プロパティ
ここでは、要件 のプロパティ ダイアログ ボックスのプロパティおよびその詳細について説明します。 要件 のプロパティ ダ
イアログ ボックスには以下のタブ ページがあります。

要件
以下のプロパティが 要件 ページにあります。
プロパティ

説明

Name（名前）

要件名を表示します。

作成者

ビュー内で要件の初期リビジョンを作成したユーザー名を表示します。

作成日時

要件の初期リビジョンが作成された日時を表示します。

添付ファイル

要件に添付されているファイルの数を示します。

変更者

要件を更新した最後のユーザー名を表示します。

変更日時

要件が最後に変更された日時を表示します。

タイプ

要件のタイプを表示します。

所有者

要件を完遂させる責任を持つ人物の名前を表示します。

ステータス（Status） 現在の要件のステータスを表示します。 「提出」から「却下」または「完了」までの要件の進捗を示します。 注：
CCB への提出準備完了 ステータスは変更管理委員会（CCB： 変更管理委員会）に対してのレビュー準備が完
了したことを示します。
外部参照

この要件に対しての外部ソースや参照先を示します。 通常、この要件を依頼（報告）した社外の顧客名が用い
られます。 要件が CaliberRM から StarTeam に対して発行された場合、このプロパティは CaliberRM における
要件の ID を表示します。

説明

要件の詳細を表示します。通常、数回レビューが行われ、要件のあいまいさが取り除かれます。

担当者
担当者 ページでは、要件を完遂させる責任を持つ人物のリストが表示されます。 リストにユーザーの追加や削除ができま
す。
通知を有効にしている場合、リスト内のユーザーに要件の変更が通知されます。

あいまいさの評価
以下のプロパティが あいまいさの評価 ページにあります。 あいまいさの評価 ページは、後からレビュー担当者が要件作
成時の説明のあいまいさを見つけ出し、その説明を改訂するために用いられます。
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から見つけた、あいまいな部分の数を示します。
改訂後の説明

作成時の説明で見つかったあいまいさに対する改訂された説明、またはその他の理由によって改
訂された新しい説明を表示します。

コメント

元の要件に見つかったあいまいさに対するコメント、および説明を改訂した理由を表示します。
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見積り
以下のプロパティが 見積り ページにあります。
プロパティ

説明

予想作業量

要件が完遂するまでにかかる時間について、予測される作業量の見積りを示します。 要件が CaliberRM から StarTeam
に対して発行された場合、これらのフィールドには、時間数や日数などの特定の単位に基づいたデータが入ります。
それ以外の場合、単位は任意ですが、作業量の下限 および 作業量の上限 には、すべての要件に同じ単位を用い
ることが推奨されます。

作業量の上限 要件が完遂するまでにかかる時間について、最悪の場合の見積りを示します。 要件が CaliberRM から StarTeam に
対して発行された場合、これらのフィールドには、時間数や日数などの特定の単位に基づいたデータが入ります。 そ
れ以外の場合、単位は任意ですが、作業量の下限 および 予想作業量 には、すべての要件に同じ単位を用いること
が推奨されます。
作業量の下限 要件が完遂するまでにかかる時間について、最も楽観的な場合の作業量の見積りを示します。 要件が CaliberRM
よりインポートされた場合、これらのフィールドには、時間数や日数などの特定の単位に基づいたデータが入りま
す。 それ以外の場合、単位は任意ですが、予想作業量 および 作業量の上限 には、すべての要件に同じ単位を用
いることが推奨されます。

カスタム
アイテムの プロパティ ダイアログ ボックスに表示するカスタム プロパティが作成できます。
以下のプロパティが カスタム ページにあります。
プロパティ 説明

プロパティ カスタム プロパティ名を表示します。
値

それぞれのカスタム プロパティの値を表示します。 プロパティ名をダブルクリックすることで値が変更できます。

添付ファイル
添付ファイル ページでは、この要件に添付されたすべてのファイルを一覧表示します。

コメント
以下のプロパティが コメント ページにあります。
プロパティ

説明

このリビジョンのコメント 現在のリビジョンに対して行った変更の理由を表示します。
新規リビジョンのコメント 新しいリビジョンに対して行った変更の理由を表示します。
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関連手順
アイテムのプロパティを表示または変更する
関連参照
要求変更プロパティ
ファイルのプロパティ
フォルダ プロパティ
タスクのプロパティ
トピック プロパティ
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タスクのプロパティ
ここでは、タスク のプロパティ ダイアログ ボックスのプロパティおよびその詳細について説明します。 タスク のプロパティ
ダイアログ ボックスには以下のタブ ページがあります。

タスク
以下のプロパティが タスク ページにあります。
プロパティ

説明

親タスク

このタスクがサブ タスクの場合、親タスク名を表示します。

Name（名前）

タスク名またはサブ タスク名を表示します。

担当者

このタスクまたはサブ タスクを完遂させる責任を持つユーザー名を表示します。 追加要員として、その他のユー
ザーを割り当てることもできます。

マイルストーン

タスクまたはサブ タスクがマイルストーンとして取り扱われるかを示します。

ステータス（Status） タスクのステータスを表示します。
保留： 先行タスクが完了するのを待っています。
開始可能： タスクは開始可能です。
実行中： タスクは作業実行中です。
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： タスクは一時的に中断しています。通常は、別のタスクが終了するまで待機します。
優先度

タスクの優先度を表示します。 デフォルトの値は 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定作業時間を示します。

完成度 ％

現在までに完了している作業の割合を表示します。

注意点

このタスクが注意を要することを、チーム リーダーまたは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 ボックス以下のテキスト ボックスに入力します。

要員
要員 ページはタスク要員を一覧表示します。 チーム メンバを担当者として割り当てるには、メンバを一覧に 追加... ボタン
で追加します。削除する場合は、削除 ボタンを使います。

時間
以下のプロパティが 時間 ページにあります。
プロパティ

説明

（計画）開始

このタスクの開始日を表示します。

（計画）終了

このタスクの終了日を表示します。

（計画）作業量 このタスクを完了させるまでに必要な予定作業時間を示します。
（実際）開始

作業記録に基づいて、実際の作業開始日を表示します。
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（実際）終了

タスクのステータスが 終了 に変更された実際の作業終了日を表示します。

（実際）作業量 作業記録に基づいて、タスクが終了するまでにかかった実際の作業量を表示します。
（ずれ）開始

開始予定日と実際の開始日のずれを日数で表示します。 計算値が入る読み取り専用フィールドです。

（ずれ）終了

終了予定日と実際の終了日のずれを日数で表示します。 計算値が入る読み取り専用フィールドです。

（ずれ）作業量 予定作業時間と実際作業時間のずれを時間で表示します。 計算値が入る読み取り専用フィールドです。

作業量
作業量 ページはこのタスクの作業記録を一覧表示します。 それぞれの作業記録には以下のプロパティがあります。
プロパティ

説明

ユーザー

作業を実行したユーザー名を表示します。

日付

作業記録の日付を表示します。

時間

この作業記録に費やした時間を示します。

残り時間

このタスクを完了するのに必要な残り作業時間を示します。

コメント

どのような作業が行われたかを説明するコメントを表示します。

実総作業量 作業記録に基づいて、このタスクに費やされた合計時間を表示します（このフィールドは読み取り専用です）。

メモ
メモ ページにはテキスト ボックスにタスクについてのメモを入力します。

カスタム
アイテムの プロパティ ダイアログ ボックスに表示するカスタム プロパティが作成できます。
以下のプロパティが カスタム ページにあります。
プロパティ 説明

プロパティ カスタム プロパティ名を表示します。
値

それぞれのカスタム プロパティの値を表示します。 プロパティ名をダブルクリックすることで値が変更できます。

添付ファイル
添付ファイル ページには、このタスクに添付されたすべてのファイルを一覧表示します。

コメント
以下のプロパティが コメント ページにあります。
プロパティ

説明

このリビジョンのコメント 現在のリビジョンに対して行った変更の理由を表示します。
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新規リビジョンのコメント 新しいリビジョンに対して行った変更の理由を表示します。

関連手順
アイテムのプロパティを表示または変更する
関連参照
要求変更プロパティ
ファイルのプロパティ
フォルダ プロパティ
要件プロパティ
トピック プロパティ
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トピック プロパティ
ここでは、トピック プロパティ ダイアログ ボックスのプロパティおよびその詳細について説明します。 トピック プロパティ ダ
イアログ ボックスには以下のタブ ページがあります。

トピック
以下のプロパティが トピック ページにあります。
プロパティ

説明

タイトル

トピックのタイトルを表示します。

作成者

トピックを作成したユーザー名を表示します。

作成日時

トピックが作成された日時を表示します。

添付ファイル トピックに添付されているファイルの数を表示します。
変更者

トピックを更新した最後のユーザー名を表示します。

変更日時

トピックが最後に変更された日時を表示します。

内容

トピックの内容を表示します。

オプション
以下のプロパティが オプション ページにあります。
プロパティ

説明

受信者

このトピックの受信対象者またはレスポンスのあったユーザーを一覧表示します。
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。 別に受信者がいる場合、
StarTeam では自分自身を受信者一覧から削除することは禁止されています。

優先度

トピックの優先度を表示します。低、中、高 から選択します。

ステータス トピックのステータスを表示します。アクティブ または 非アクティブ から選択します。

カスタム
アイテムの プロパティ ダイアログ ボックスに表示するカスタム プロパティが作成できます。
以下のプロパティが カスタム ページにあります。
プロパティ 説明

プロパティ カスタム プロパティ名を表示します。
値

それぞれのカスタム プロパティの値を表示します。 プロパティ名をダブルクリックすることで値が変更できます。

添付ファイル
添付ファイル ページには、このトピックに添付されたすべてのファイルを一覧表示します。
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コメント
以下のプロパティが コメント ページにあります。
プロパティ

説明

このリビジョンのコメント 現在のリビジョンに対して行った変更の理由を表示します。
新規リビジョンのコメント 新しいリビジョンに対して行った変更の理由を表示します。

関連手順
アイテムのプロパティを表示または変更する
関連参照
要求変更プロパティ
ファイルのプロパティ
フォルダ プロパティ
要件プロパティ
タスクのプロパティ
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プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス
ここでは、プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックスにおけるオプションについて説明します。
プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックスを表示させるには、プロジェクト

プロパティ... をクリックします。

このセクションの内容
名前（プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス）
オプション（プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス）
デフォルト タイプ（[プロジェクトのプロパティ] ダイアログ ボックス）
処理ルール（プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス）
エディタ（プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス）
変更パッケージのプロパティ
変更パッケージのプロパティおよび定義について説明します。
バージョン生成オブジェクトのプロパティ
バージョン生成を使用するオブジェクトのバージョン プロパティすべてに共通なプロパティおよび定義について説
明します。
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名前（プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス）
プロジェクト

プロパティ...

名前

ここでは、プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックスの 名前 ページに関するオプションについて説明します。
アイテム

説明

名前
説明
作成者
作成日時
タイプ

プロジェクト名を示します。
プロジェクトの説明を指定します。
プロジェクトを作成したユーザー名を指定します。
プロジェクトが作成された日時を表示します。
プロジェクトのタイプを表示します。

関連手順
プロジェクトのプロパティを表示または変更する
関連参照
プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス
オプション（プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス）
オプション（プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス）
処理ルール（プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス）
エディタ（プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス）
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オプション（プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス）
プロジェクト

プロパティ...

オプション

ここでは、プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックスの オプション ページに関するオプションについて説明します。
アイテム

説明

キーワード展開
次のファイル拡張子に対するキーワードを展開する

キーワード展開の使用を決定します。
ファイルに対するキーワード展開を、指定する拡張子のみに制
限します。
プロジェクトにファイルをチェックインするとき、リビジョン コメント
の入力が必要かどうかを指定します。
排他的ロックが適用されているファイルのみ、チェックインを許
可するかどうかを指定します。

ファイルのチェックイン時にリビジョン コメントが必要
ファイルのチェックイン時に排他的ロックが必要

StarTeam Visual Studio Integration などの統合開発環境が使
用されている場合、プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボック
スの ファイルのチェックイン時に排他的ロックが必要、および、
個人オプション ダイアログ ボックスの 統合環境では非排他的
ロックを使用する（ファイル タブ）のチェック ボックスを両方とも
オンにすると、開発者がファイルをチェックインできなくなりま
す。 このような場合、ファイルのチェックインを可能にするため、
統合環境では非排他的ロックを使用する のチェック ボックスを
オフにします。
ロックされていない作業ファイルを読み取り専用として ファイルをチェックインするとき、チェックアウトするとき、または
マークする
ロックが必要なファイルのロックを解除するときに、ロックされて
いない作業ファイルを読み取り専用としてマークするかどうかを
指定します。 このオプションは、アプリケーションからロックが解
除されたファイル、またはサードパーティの統合機能でロックが
解除されたファイルに適用されます。
このプロジェクトのプロパティは、個人用オプションにある同じ
ロックされていない作業ファイルを読み取り専用としてマークす
る オプションの設定より優先的に処理されます。 詳しくは、以
下のリンク「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」をご覧ください。
関連手順
プロジェクトのプロパティを表示または変更する
リビジョン コメントの入力を強制する
キーワード展開を有効にする
ロックされていないファイルを読み取り専用に設定する
チェックイン時に排他的ロックを強制する
関連参照
プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス
名前（プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス）
オプション（プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス）
処理ルール（プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス）
エディタ（プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス）
StarTeam キーワード一覧
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デフォルト タイプ（[プロジェクトのプロパティ] ダイアログ ボックス）
プロジェクト

プロパティ...

デフォルト タイプ

ここでは、プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックスの デフォルト タイプ ページに関するオプションについて説明しま
す。
プロジェクトに新しいビューを作成したときに、デフォルトで含まれるアイテムのタイプを選択します。 新しいビューには選択
したタイプのアイテムが親ビューから含まれます。
次の任意のアイテム タイプを選択できます（選択しないことも可能）。

♦ 変更要求
♦ ファイル
♦ 要件
♦ タスク
♦ トピック
関連手順
プロジェクトを作成する
プロジェクトのプロパティを表示または変更する
関連参照
プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス
オプション（プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス）
処理ルール（プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス）
エディタ（プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス）
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処理ルール（プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス）
プロジェクト

プロパティ...

処理ルール

ここでは、プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックスの 処理ルール ページに関するオプションについて説明します。
アイテム

説明

ファイルの追加またはチェックイン時に処理アイテムの選択 ファイルを追加するとき、またはチェックインするときに処理
が必要
アイテムの選択が必要となります。
処理アイテムとして変更要求を選択できる
変更要求を処理アイテムとして選択することを許可します。
ここでは、次のステータスに限定 のチェックボックスを設定
して、ステータスに制限を設けることもできます：
対応開始 のチェック ボックスがオンの場合、ステータスが
対応開始 の変更要求のみ処理アイテムとして使用できま
す。
処理中 のチェック ボックスがオンの場合、ステータスが 処
理中 の変更要求のみ処理アイテムとして使用できます。
対応開始 および 処理中 双方のチェック ボックスがオンの
場合、ステータスが 対応開始 または 処理中 の変更要求
のみ処理アイテムとして使用できます。

処理アイテムとして要件を選択できる

対応開始 および 処理中 双方のチェック ボックスがオフの
場合、ステータスに関わらず、すべての変更要求が処理ア
イテムとして使用できます。
要件を処理アイテムとして選択することを許可します。ここ
では、次のステータスに限定 のチェックボックスを設定し
て、ステータスに制限を設けることもできます：
承認 のチェック ボックスがオンの場合、ステータスが 承
認 の要件のみ処理アイテムとして使用できます。

処理アイテムとしてタスクを選択できる

承認 のチェック ボックスがオフの場合、ステータスに関わ
らず、すべての要件が処理アイテムとして使用できます。
タスクを処理アイテムとして選択することを許可します。ここ
では、次のステータスに限定 のチェックボックスを設定し
て、ステータスに制限を設けることもできます：
開始可能 のチェック ボックスがオンの場合、ステータスが
開始可能 のタスクのみ処理アイテムとして使用できます。
実行中 のチェック ボックスがオンの場合、ステータスが 実
行中 のタスクのみ処理アイテムとして使用できます。
開始可能 および 実行中 双方のチェック ボックスがオンの
場合、ステータスが 開始可能 または 実行中 のタスクのみ
処理アイテムとして使用できます。

拡張処理リンクを有効にする

開始可能 および 実行中 双方のチェック ボックスがオフの
場合、ステータスに関わらず、すべてのタスクが処理アイテ
ムとして使用できます。
クライアントが拡張処理リンクを使用できるようにします。
チェック ボックスがオンの場合、処理アイテム（ある特定の
一連の変更を行うために指定されたアイテム）がタスク（特
定のビューにおいて関連づけられた変更を行う、その動作
を表す）とは区別されます。 クライアントで自動的に作成さ
れる処理タスクを介することにより、変更は処理アイテム
に 暗黙的に リンクされます。
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チェック ボックスがオフの場合、標準リンクが使用され、処
理リンクのリンク元がそのまま処理アイテムとなります。つ
まり、あるアイテムが変更を目的として指定された場合、処
理リンクは、処理アイテムから変更される各ファイルまたは
フォルダまで、直接 作成されます。
関連概念
処理ルール
処理アイテムと処理リンク
拡張処理リンクと処理タスク
関連手順
プロジェクトのプロパティを表示または変更する
関連参照
プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス
名前（プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス）
オプション（プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス）
オプション（プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス）
エディタ（プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス）
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エディタ（プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス）
プロジェクト

プロパティ...

エディタ

プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックスの エディタ ページのオプションを設定することにより、アイテムのプロパティを
編集するための代替エディタが指定できます。
アイテム

説明

ファイルに代替プロパティ エディタを使用する

StarTeam に対して、ファイルに属するフィールドを編集する際に使用す
る代替プロパティ エディタを指定します。
変更要求に代替プロパティ エディタを使用する StarTeam に対して、変更要求に属するフィールドを編集する際に使用
する代替プロパティ エディタを指定します。
要件に代替プロパティ エディタを使用する
StarTeam に対して、要件に属するフィールドを編集する際に使用する
代替プロパティ エディタを指定します。
タスクに代替プロパティ エディタを使用する
StarTeam に対して、タスクに属するフィールドを編集する際に使用する
代替プロパティ エディタを指定します。
トピックに代替プロパティ エディタを使用する
StarTeam に対して、トピックに属するフィールドを編集する際に使用す
る代替プロパティ エディタを指定します。
注: 代替プロパティ エディタは、StarTeam Enterprise Advantage を使用している場合にのみ利用可能です。 代替プロパテ
ィ エディタ作成の詳細については、StarTeam ドキュメントの「StarTeam Extensions User's Guide」を参照してください。
関連手順
プロジェクトのプロパティを表示または変更する
APE を使用するためにプロジェクトを構成する
関連参照
プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス
名前（プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス）
オプション（プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス）
オプション（プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス）
処理ルール（プロジェクトのプロパティ ダイアログ ボックス）
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変更パッケージのプロパティ
ここでは、変更パッケージのプロパティ ダイアログ ボックスに表示されているプロパティおよびその詳細について説明しま
す。 変更パッケージのプロパティ ダイアログ ボックスには以下のタブ ページがあります。

変更パッケージ
以下のプロパティが 変更パッケージのプロパティ で利用できます。 適切なアクセス権を持っているユーザーは、これらの
プロパティを変更することができます。
プロパティ

説明

[名前]

変更パッケージのテキストの識別情報を表示します。 同一のターゲット ビューに対する他のすべての
変更パッケージで一意である必要があります。 デフォルトでは、タイムスタンプを含む名前が StarTeam
により生成され、名前が重複しないようになっています。このプロパティは、変更パッケージ オブジェクト
の第 1 のデスクリプタです。

[説明]

変更パッケージの完全な説明を表示します。 説明プロパティは、変更パッケージの処理アイテム（テス
ト担当者、レビュー担当者、開発担当者へのメモなど）で利用できないことを文書化するために、一般的
に使用します。

[セッション タイプ]

変更パッケージの基本タイプを定義します。 このタイプは、変更パッケージが最初に作成されたときに
設定され、以降変更できません。 VCM と同じ次の値があります： 再ベース、複製、プロモート。

[ターゲット ビュー]

変更パッケージのターゲット ビューの名前を表示します。

[ソース ビュー]

変更パッケージのソース ビューの名前を表示します。

[コミット日時]

変更パッケージがコミットされたタイムスタンプ、もしくは、まだコミットされていない場合には、null を表
示します。 このプロパティはユーザーが直接変更できません。 コミット済みの変更パッケージは変更で
きません（リビジョン コメントを除く）。

[状態]

変更パッケージの現在のワークフロー状態を示します。 Hamachi リリースでは、このプロパティは、ユー
ザーが直接変更もカスタマイズもできません。 さらに、変更パッケージはユーザーがカスタマイズ可能
なワークフローに統合されません。したがってこのプロパティの値は、変更パッケージに対して実行され
る処理と実行状況により定義されます。 状態プロパティの初期の列挙値は次のとおりです。
[新規]： これは、すべての変更パッケージが最初に作成されたときに受信する状態で、更新がまだ定義
されていない状態です。
[コミット]： この状態では、変更パッケージがコミット済みで、したがってその変更が適用済みです。コミッ
ト済みの変更パッケージは変更できなくなります（リビジョン コメントを除く）。

[トランザクション ID]

変更パッケージの更新が適用されたトランザクションの ID を保持します。 コミット済み 状態の前は、こ
の値は null になります。 他の状態では、この値を使用して、監査 タブや StarTeam Server のコマン
ド トレース ファイル経由でトランザクションで使用されたコマンドの監査レコードをクエリできます。

[コミット前ビュー ラベル]

ターゲット ビューで作成された変更前のリビジョン ラベルの名前を保持します。 このラベル タイプが作
成されていなかった場合、このプロパティは null になります。

[コミット前リビジョン ラベル] ターゲット ビューで作成された変更前のリビジョン ラベルの名前を保持します。 このラベル タイプが作
成されていなかった場合、このプロパティは null になります。
[コミット後ビュー ラベル]

ターゲット ビューで作成された変更後のビュー ラベルの名前を保持します。 このラベル タイプが作成
されていなかった場合、このプロパティは null になります。

[コミット後リビジョン ラベル] ターゲット ビューで作成された変更後のリビジョン ラベルの名前を保持します。 このラベル タイプが作
成されていなかった場合、このプロパティは null になります。
[コミット実行者]

変更パッケージをコミットしたユーザーの名前、もしくは、まだコミットされていない場合には、null を表示
します。

[以下のビルドでコミット]

変更パッケージがコミットされた後、同じビュー内で作成された最初のビルド ラベルの名前、もしくは、ま
たコミットされていない場合には、null を表示します。
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変更パッケージがコミットされている場合、このプロパティは、新しいビルド ラベルが作成されるまで、次
のビルド と表示します。
[担当者]

変更パッケージに対して現時点で責任を持つユーザーの名前を表示します。 初期値としては、その変
更パッケージを最初に作成したユーザーに設定されます。
担当者が別のユーザーに変更された場合に、E メール通知が有効になっていると、新しいユーザーに
変更の通知がいきます。

他のサーバー サービス
StarTeam Server の持続的なバージョン管理サービスに加えて、変更パッケージでは、サーバーのロック サービスも使用
します。 つまり、変更パッケージは、排他的ロックまたは共有ロックによりロックできます。 編集用に開くと、保存された変更
セッションに、排他的ロックが自動的に適用されます。 変更セッションは、読み取り専用モードで開くこともできます。ただし
この場合は非排他的ロックは適用されません。
注: 変更パッケージに "フラグ"（ブックマーク）を設定できません。
関連参照
変更パッケージのプロパティ
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バージョン生成オブジェクトのプロパティ
バージョン生成を使用するオブジェクトすべてに共通なプロパティおよび定義について説明します。 参照用に、これらの共
通プロパティを以下にまとめます。
外部（内部）プロパティ名

タイプ

説明

[コメント]

テキスト

この設定済みのプロパティは、格納先が ShortComment テーブルか LCOMM テ
ーブルかに関わらず、オブジェクトのリビジョン コメントを示します。

整数

2,000 文字未満のリビジョン コメントが存在する場合、このフィールドはコメント
全文を保持する LCOMM テーブルへの外部キーとなります。

整数

オブジェクトを最初に作成したユーザーの ID。

(Comment)
[コメント ID]
(CommentID)
[作成者]
(CreatedUserID)
[作成日時]

タイムスタンプ オブジェクトが作成された日付と時刻。

(CreatedTime)
[削除者]

整数

(DeletedUserID)
[削除日時]
(DeletedTime)
[ドット記法]

タイムスタンプ オブジェクトが削除された日付と時間。 0 は、オブジェクトがまだ "存続" して
いることを示します。 ゼロでない値は、そのレコードがソフトデリートされている
ことを示します。
テキスト

(DotNotation)
[最終変更日時]
(EndModifiedTime)
[ロックしたユーザー]

この算出されたプロパティは、オブジェクトのバージョンをドット記法で表示した
ものです。

タイムスタンプ このオブジェクト リビジョンが他のリビジョンに置き換えられた日付と時間。 0
は、最新の（チップ）リビジョンであることを示します。
整数

現在オブジェクトを排他的ロックしているユーザーの ID。 -1 は、オブジェクト
が排他的ロックされていないことを示します。

整数

オブジェクトを最後に変更したユーザーの ID。

(ExclusiveLocker)
[変更者]

オブジェクトを削除したユーザーの ID。 -1 は、オブジェクトがまだ "存続" し
ていることを示します。

(ModifiedUserID)
[変更日時]

タイムスタンプ そのオブジェクトが最後に変更された日付と時間。

(ModifiedTime)
[自分でかけたロック]

整数

クライアントに算出されるこのプロパティは、現在のユーザーがこのオブジェク
トをロックしているかどうかを示します。

テキスト

クライアントに算出されるこのプロパティは、新しいリビジョン コメント値のプレ
ース ホルダーの役割を果たします。

(MyLock)
[新規リビジョンのコメント]
(NewRevisionComment)
[非排他的にロックしているユーザー] テキスト

現在オブジェクトを非排他的ロックしているユーザーがいる場合、その一覧。

(NonExclusiveLockers)
[オブジェクト ID]

整数

データベース内で各オブジェクトを一意に識別する ID。

整数

この算出されるプロパティは、そのオブジェクトが現在読み取り専用かどうかを
示します。

整数

このフィールドは現在、常にゼロです。

(ID)
[読み取り専用]
(ReadOnly)
[リビジョン フラグ]
(RevisionFlags)
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[簡単なコメント]

テキスト

リビジョン コメントが 2,000 文字未満の場合、その値。

整数

このオブジェクト リビジョンのリビジョン番号。 最初のリビジョンは 0 です。

(ShortComment)
[バージョン]
(RevisionNumber)

関連参照
変更パッケージのプロパティ
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変更要求
変更要求に関する参照情報を提供します。
このセクションの内容
変更要求のデフォルト フィールドと必須フィールド
利用可能な変更要求フィールドの一覧表で、その使用方法を説明し、必須フィールドかどうかを示します。
一般に使用される変更要求の略称
変更要求を入力するとき使用する一般的な構文について説明します。
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変更要求のデフォルト フィールドと必須フィールド
次の表は、変更要求 ダイアログ上のフィールドの一覧です。それぞれのフィールドについて、使用方法の説明と、フィール
ドが必須かどうかの区別を示しています。 表中では変更要求（change request）の略語として「CR」を使用しています。
フィールド

必須かどうか 説明

例

ステータス

はい

新しい CR については、ステータス フィールドを 新 この例では、ステータスを 新規 に設定しま
規 に設定します。 CR が開発者に割り当てられる す。
と、ステータス は 対応開始 に変化します。

重要度

はい

問題の深刻度を指定します。 重要度が「高」のア
イテムは通常、データの遺失または破損やシステ
ムクラッシュなどと関連付けられます。重要度が
「低」のアイテムは一般的に、アイテム名のスペル
ミスやその他の表面的な誤りです。

優先度

はい

ほとんどの障害追跡システムで、優先度 は複数の この例では 優先度 フィールドは選択しませ
レベル（通常は 1 ～ 5 の尺度）から選択します。 ん。
StarTeam では、優先度は あり または なし から選
択します。 CR の優先度はテスト担当者によって決
定されることもあれば、開発者によって決定される
こともあります。 優先度はほとんどの場合、特定の
障害を他の問題よりも先に解決することの必要性
を反映します。 優先度 フィールドは、障害が致命
的であったり、その障害のためにアプリケーション
の他の主要領域にアクセスできないような場合に
選択します。

プラットフォーム

はい

障害が発生するオペレーティング システム環境の この例では、プラットフォーム を すべて に
種類を示します。 障害が Windows NT 上でのみ発 設定します。
生する場合は、「Windows NT」を選択します。 ほと
んどの場合、障害はすべてのプラットフォームに共
通して現れます。

外部参照

いいえ

企業の外部から発生する情報を指定します。この この例では、このフィールドを空白のままに
ような情報の例としては、外部のテスト請負サービ します。
スや顧客からの障害に関するメモなどがありま
す。

この例では、問題の深刻度が比較的低い
（システム クラッシュやデータ遺失の原因と
はならない）ため、重要度 中 として問題を
分類します。

このフィールドは現在使用されていません。
コンポーネント

いいえ

障害の発生部位である製品のコンポーネントを識 この例では、このフィールドを空白のままに
別します。
します。
このフィールドは現在使用されていません。

カテゴリ

いいえ

製品のサブコンポーネントを識別します。 このフィ この例では、このフィールドを空白のままに
ールドは コンポーネント フィールドとともに、障害 します。
の発生部位を識別するために使用されます。
このフィールドは現在使用されていません。

概要

はい

確認した問題や改善提案の短い要約を入力しま
す。 概要は障害の表題としての役割を果たしま
す。
注： 概要 には 1 つの障害の情報だけを含めるよ
うにします。 報告されている障害が別の障害を引
き起こしたり別の障害に関係する場合、別の障害
はこの障害と分けて入力し、[概要] フィールドでこ
の障害から参照するようにします（例：「この障害
には CR #3109 も関係する」）。
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この例では、次のように概要を入力しま
す。“[詳細フィールドを表示する] チェ
ック ボックスを使用すると [利用可
能] リスト内のフィールドが消える"

タイプ

はい

CR がソフトウェアで再現可能な問題である場合、 この例では 障害 を選択します。
障害 を選択します。 顧客からの要求または機能
強化要求である場合は 提案 を選択します。

テスト済み最新ビルド はい

障害が発見された（または最後にテストされた）ソ この例では、最新のビルド番号を選択しま
フトウェアのビルド番号を示します。 CR を入力して す。
いる場合は、アプリケーションで確認したビルド番
号（多くの場合、バージョン情報 ダイアログに表示
される）を選択します。 CR を検証または遡及して
いて、その問題が現在のビルドにまだ存在してい
る場合は、現在テストしているビルド番号にこのフ
ィールドの値を変更します。

以下のビルドで対応

はい

守勢が最初に行われるビルドを示します。 ほとん この例では、このフィールドを空白のままに
どの場合、エンジニアが障害を解決した後で、この します。
フィールドが 次のビルド に設定されます。 このフ
ィールドは、そのバージョンが実際にビルドされた
ときに正しいビルドに変更されます。

担当者

いいえ

この障害への対応に責任を持つ人物を示します。
ライフ サイクルの中での CR の段階に応じて、責
任者は開発者、QA エンジニア、あるいは CR を最
初に報告した人物へと移り変わります。

提出者

はい

このフィールドには、CR を最初に入力した人物の なし
名前が自動的に設定されます。 このフィールドは
編集できません。

説明と再現手順

はい

説明 タブを選択します。 説明と再現手順 フィール 再現手順は次のように記述します。
ドは、障害についての詳しい情報を入力します。
1. 上部ペインで列見出しを右クリックする。
概要情報を基に説明文を作成します。
2. フィールドの表示 を選択する。
再現手順 情報は障害を再現するための詳細な手
順を示すことから、CR に入力されるデータの中で 3. 詳細フィールドを表示する チェック ボッ
最も重要なものです。 情報が詳しければ詳しいほ クスを左クリックする。 // チェック ボックス
ど、障害を担当する開発者が障害の原因を特定し が選択される。
て障害を解決できます。
4. 詳細フィールドを表示する チェック ボッ
クスを左クリックする。 // チェック ボックス
の選択が解除される。

この例では、このフィールドを空白のままに
するか、プロジェクトのリード エンジニアを
責任者として選択します。リード エンジニア
は適切な人物にこの障害を割り当てます。

5. EXP: 利用可能なフィールド リスト ボック
スに標準のフィールドが表示される。 6.
ACT: 利用可能なフィールド リスト ボックス
にフィールドが表示されない。

関連概念
変更要求
関連手順
変更要求で作業する
関連参照
一般に使用される変更要求の略称
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一般に使用される変更要求の略称
障害追跡システムを使用する際には、ほとんどの組織で問題を再現するために必要な手順を記述するために、特別な構
文や略記法を使用します。 次の表に、推奨される略記法の一覧および略記中の各要素を説明します。
略記法

説明

1, 2, 3,...
LClick
RClick
DClick
[]

ステップの番号。
マウスの左ボタンをクリックします。
マウスの右ボタンをクリックします。
マウスの左ボタンをダブルクリックします。
押されるキーボードのボタンを表します。 例：ヘルプを表示するには [F1] を、最新の情報に更新するには
[F5] を押す。
ダイアログ上のボタンを表します。 たとえば、<OK> または <Cancel> を押す のように使用します。
メニュー区切りを表します。 たとえば、ファイル > 開く、または、トピック > ツール > レポート を選
択する のように指定します。
実際の手順ではないコメント。 例： 3) フィールドを左クリックする。 // この時点で私のマシンが煙を
出し始めた。
期待される結果。 例： EXP: 次のフィールドにフォーカスが移動する。
実際の結果。 例： ACT: アプリケーションがクラッシュする。

<>
>
//
EXP
ACT
関連概念

変更要求
関連手順
変更要求で作業する
関連参照
変更要求のデフォルト フィールドと必須フィールド
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グラフ
このセクションでは、グラフに関する参照情報を提供します。
このセクションの内容
グラフの種類
StarTeam で利用可能なグラフの種類について説明します。
グラフのデフォルト表示とズーム/回転機能
グラフのデフォルト表示と、それらのズーム/回転機能の一覧を示します。
ファイル グラフのフィールド
さまざまなタイプのファイル グラフで利用できるフィールドの一覧を示します。
変更要求グラフのフィールド
さまざまなタイプの変更要求グラフで利用できるフィールドの一覧を示します。
要件グラフのフィールド
さまざまなタイプの要件グラフで利用できるフィールドの一覧を示します。
タスク グラフのフィールド
さまざまなタイプのタスク グラフで利用できるフィールドの一覧を示します。
トピック グラフのフィールド
さまざまタイプのトピック グラフで利用できるフィールドの一覧を示します。
監査グラフのフィールド
さまざまなタイプの監査グラフで利用できるフィールドの一覧を示します。
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グラフの種類
以下の表は、利用可能なグラフの種類とその説明の一覧です。
グラフ タイプ

説明

面グラフ

面グラフは、一定期間内の変化量を強調したり、複数のアイテムを比較するために使います。 また、面グラフ
にプロットした値の合計を表示すれば、全体と部分の関係を示すこともできます。
面グラフは、線グラフの一種ですが、水平（X）軸と、データ点をつないだ線で囲まれた領域を色で塗りつぶして
あります。 異なるデータ系列で囲まれた点がどこで重なるかを簡単に示すことができます。

棒グラフ

棒グラフは、1 つのデータ系列の時間による変化を示したり、複数のアイテムを比較するために使用します。
アイテムの種類を垂直に配置し、データの値を水平にプロットすることで、時間による変化を強調します。
3D の棒グラフを利用すると、データをプロットするための次元がもう 1 つ追加され、2 つの軸に沿って値を比
較できます。

バブル チャート

バブル チャートは散布図の一種です。 データ点（バブル）の X 軸と Y 軸は、2 つのデータ値によって決まりま
す。 データ点の大きさによって、第 3 の変数の値を示します。

縦棒グラフ

縦棒グラフは、1 つのデータ系列の時間による変化を示したり、複数のアイテムを比較するために使用しま
す。 アイテムの種類を水平方向に配置し、データの値を垂直方向にプロットすることで、時間による変化を強
調します。
3D の縦棒グラフを利用すると、データをプロットするための次元がもう 1 つ追加され、2 つの軸に沿って値を
比較できます。

ヒート マップ チャート ヒート マップ チャートは、色の濃淡を使って、データ アイテムの関係を示します。 ヒート マップ チャートは、金
融分析で、上昇中の株、下降中の株、それらの間の変化率を表すためによく使われるグラフです。
線グラフ

線グラフは、一定期間内の変化量を強調したり、複数のアイテムを比較するために使います。 一連のデータ
点は、等間隔でプロットされ、それを線でつなくごとによって、データ点間の関係を強調します。

パイ チャート

パイ チャートは、1 つのデータ系列を構成するアイテムのサイズを、それらの合計に対する割合で示します。
パイ チャートは、常に 1 つのデータ系列を表します。系列内のアイテムの中でどれが一番重要かを判断する
のに役立ちます。

散布図

散布図は、異なるデータ系列内のアイテム間の相関を示したり、2 つの値のセットを X 軸と Y 軸の組み合わ
せとしてプロットする場合に使います。 散布図では、データが不均一に分布しているか、かたまっているかに
注意を払います。 この種のグラフは、科学データをプロットするためによく使われます。実際に収集したデータ
の予測結果からのずれを強調できます。

積み上げ棒グラフ

積み上げ棒グラフは、1 つのデータ系列内の個々のアイテムと全体との関係を示します。

積み上げ縦棒グラフ 積み上げ縦棒グラフは、1 つのデータ系列内の個々のアイテムと全体との関係を示します。
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関連手順
単純グラフを生成する
分配グラフを作成する
相関グラフを作成する
時系列グラフを作成する
グラフを表示する
グラフ タイプを選択する
グラフを画像としてエクスポートする
グラフの色を設定する
グラフ タイトルをカスタマイズする
関連参照
監査グラフのフィールド
変更要求グラフのフィールド
ファイル グラフのフィールド
要件グラフのフィールド
タスク グラフのフィールド
トピック グラフのフィールド

902

グラフのデフォルト表示とズーム/回転機能
すべてのグラフに 3D 表示機能があるわけではありません。また、すべてのタイプのグラフをズームイン/ズームアウトした
り、回転できるわけではありません。 たとえば、グラフが 2D ビューにある間は、どのグラフもズームや回転はできません。
以下の表は、すべてのグラフ タイプ、それらのデフォルト表示と利用可能な表示、ズーム/回転機能の一覧です。
グラフ

3D でのズームと回転 2D でのズームと回転 デフォルト表示

面グラフ

〇

×

3D

棒グラフ

〇

×

3D

縦棒グラフ

〇

×

3D

バブル チャート

×

×

2D（3D 表示は利用不可）

ヒート マップ チャート 〇

×

3D

線グラフ

〇

×

3D

パイ チャート

〇

×

3D

散布図

×

×

2D（3D 表示は利用不可）

積み上げ棒グラフ

〇

×

3D

積み上げ縦棒グラフ 〇

×

3D

関連手順
単純グラフを生成する
分配グラフを作成する
相関グラフを作成する
時系列グラフを作成する
グラフを表示する
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ファイル グラフのフィールド
これは、ファイル グラフで利用できるフィールドの一覧表です。
単純

分配

相関

時系列

内容リビジョン

現在グループ化されているフ 内容リビジョン
ィールドに基づいてグラフを作
成します。

構成日時

ドット記法

—

ドット記法

作成日時

EOL 文字

—

EOL 文字

[削除日時]

オブジェクト ID

—

オブジェクト ID

チェックイン時のファイル タイム ス
タンプ

親 ID

—

親 ID

Modified Time

親の分岐リビジョン

—

親の分岐リビジョン

同期ファイルのローカル タイム スタ
ンプ

親のリビジョン

—

親のリビジョン

作業ファイルのタイム スタンプ

プロジェクト ID

—

プロジェクト ID

—

リビジョン

—

リビジョン

—

ディスク上のリビジョン

—

ディスク上のリビジョン

—

ルート オブジェクト ID

—

ルート オブジェクト ID

—

サイズ

—

サイズ

—

同期ファイルの分岐バージョン —

同期ファイルの分岐バージョン —

同期ファイルの内容バージョン —

同期ファイルの内容バージョン —

同期ファイルのローカル サイズ —

同期ファイルのローカル サイズ —

同期ファイルがルート パス上に —
存在

同期ファイルがルート パス上に —
存在

データ保管庫分岐バージョン

—

データ保管庫分岐バージョン

—

バージョン

—

バージョン

—

作業ファイルのサイズ

—

作業ファイルのサイズ

—

関連参照
グラフの種類
監査グラフのフィールド
変更要求グラフのフィールド
要件グラフのフィールド
タスク グラフのフィールド
トピック グラフのフィールド
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変更要求グラフのフィールド
これは、変更要求グラフで利用できるフィールドの一覧表です。
単純

分配

相関

時系列

添付ファイル数

現在グループ化されているフィールドに基づいてグラフを作成します。 添付ファイル数

対応完了日時

CR 番号

—

CR 番号

構成日時

ドット記法

—

ドット記法

[作成日時]

オブジェクト ID

—

オブジェクト ID

[削除日時]

親 ID

—

親 ID

提出日時

親の分岐リビジョン

—

親の分岐リビジョン

変更日時

親のリビジョン

—

親のリビジョン

解決日時

ルート オブジェクト ID —

ルート オブジェクト ID Total Open*

バージョン

バージョン

—

関連参照
グラフの種類
監査グラフのフィールド
ファイル グラフのフィールド
要件グラフのフィールド
タスク グラフのフィールド
トピック グラフのフィールド
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検証日時

要件グラフのフィールド
これは、要件グラフで利用できるフィールドの一覧表です。
単純

分配

相関

時系列

あいまいな部分が検出されました。 現在グループ化されているフィールドに基 あいまいな部分が検出されました。 作成日時
づいてグラフを作成します。
添付ファイル数

—

添付ファイル数

構成日時

子の数

—

子の数

[削除日時]

コメント ID

—

コメント ID

[変更日時]

予想作業量

—

予想作業量

最終変更日時

作業量の上限

—

作業量の上限

—

作業量の下限

—

作業量の下限

—

番号

—

番号

—

オブジェクト ID

—

オブジェクト ID

—

親

—

親

—

要件 ID

—

要件 ID

—

担当者数

—

担当者数

—

リビジョン フラグ

—

リビジョン フラグ

—

バージョン

—

バージョン

—

関連参照
グラフの種類
監査グラフのフィールド
変更要求グラフのフィールド
ファイル グラフのフィールド
タスク グラフのフィールド
トピック グラフのフィールド
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タスク グラフのフィールド
これは、タスク グラフで利用できるフィールドの一覧表です。
単純

分配

相関

時系列

実所要時間

現在グループ化されているフィールドに基づいてグラフを作成し 実所要時間
ます。

実終了日時

添付ファイル数

—

添付ファイル数

実開始日時

子の数

—

子の数

[構成日時]

予定時間

—

予定時間

制約となる期日

MS タスク一意 ID —

MS タスク一意 ID [作成日時]

オブジェクト ID

—

オブジェクト ID

削除日時

親タスク ID

—

親タスク ID

予定終了日時

完成度（%）

—

完成度（%）

予定開始日時

タスク期間

—

タスク期間

MS Project の最終更新

タスク番号

—

タスク番号

作業/依存関係の最終更新

バージョン

—

バージョン

変更日時

関連参照
グラフの種類
監査グラフのフィールド
変更要求グラフのフィールド
ファイル グラフのフィールド
要件グラフのフィールド
トピック グラフのフィールド
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トピック グラフのフィールド
これは、トピック グラフで利用できるフィールドの一覧表です。
単純

分配

相関

時系列

添付ファイル数 現在グループ化されているフィールドに基づいてグラフを作成します。 添付ファイル数 作成日時
子の数

—

子の数

構成日時

受信者数

—

受信者数

[削除日時]

オブジェクト ID —

オブジェクト ID [変更日時]

親トピック ID

—

親トピック ID

—

トピック番号

—

トピック番号

—

バージョン

—

バージョン

—

関連参照
グラフの種類
監査グラフのフィールド
変更要求グラフのフィールド
ファイル グラフのフィールド
要件グラフのフィールド
タスク グラフのフィールド
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監査グラフのフィールド
これは、監査グラフで利用できるフィールドの一覧表です。
単純

分配

相関

時系列

利用できません。 現在グループ化されているフィールドに基づいてグラフを作成します。 利用できません。 作成日時
—

—

—

削除日時

—

—

—

Modified Time

関連参照
グラフの種類
変更要求グラフのフィールド
ファイル グラフのフィールド
要件グラフのフィールド
タスク グラフのフィールド
トピック グラフのフィールド
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エクスポート
アイテムのエクスポート用オプションを説明します。
このセクションの内容
エクスポート ダイアログ ボックス オプション
別のアプリケーションで使用するために区切り文字テキストとしてデータをエクスポートするためのオプションを説
明します。
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エクスポート ダイアログ ボックス オプション
エクスポート オプションを指定するには、エクスポート ダイアログ ボックスを開きます。 上部ペインで右クリックし、詳細
エクスポート... を選択します。
エクスポート ダイアログ ボックスで上部ペインのデータを区切り文字テキスト ファイルにエクスポートします。表計算やデー
タベース アプリケーションなど別のアプリケーションにインポートするためです。 次に エクスポート ダイアログ ボックスのフ
ィールドとオプションを示します。
アイテム

説明

利用可能なフィールド

エクスポートできる、上部ペインの列として表示されたすべてのフィール
ドを一覧表示します。 上部ペインに表示できるのは、60 列までです。し
たがってエクスポートできるのも 60 列のデータに制限されます。 対象
アプリケーションは、エクスポートするフィールド数をインポートできる必
要があります。
詳細フィールドショウサイフィールド
利用可能なフィールド リストに詳細フィールドを表示します。
以下のフィールドをこの順序で表示
エクスポート用に選択したフィールドを一覧表示します。 フィールドはこ
のリストに表示されている順序でエクスポートされます。
選択したアイテム
アクティブなコンポーネント タブの上部ペインで現在選択しているアイ
テムのみをエクスポートするように指定します。
すべてのアイテム
アクティブなコンポーネント タブの上部ペインにあるすべてのアイテム
をエクスポートするように指定します。
フィールド名をエクスポートする
レポートに列見出しフィールドを含めます。
テキスト中の改行文字をスペースに置き換える データ中の改行（LF）、復帰（CR）を置き換えてエクスポートします。
テキスト修飾子
HTML 出力時に別の特殊文字や復帰、改行を特別処理しないために
テキスト フィールドの先頭と最後で使用するテキスト修飾子を指定しま
す。
区切り記号
エクスポートするテキスト ファイルでデータ フィールドを分割するため
に使用する文字を指定します。 独自の区切り文字を入力することも、
事前定義されているリストから選択することもできます。
エンコード
エクスポートするデータに使用するエンコードを指定します。
出力ファイル名
出力テキスト ファイルの場所と名前を指定します。 ファイルの拡張子
は .txt またはインポートする対象アプリケーションに適合する必要が
あります。 デフォルトの拡張子は .txt です。
関連概念
フィールド
関連手順
データをエクスポートする
追加フィールドを表示する
関連参照
フィールド
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フィールド
それぞれのコンポーネント タブの上部ペインに表示されるフィールドと、クエリで使用する関係演算子を一覧にして詳しく説
明します。
このセクションの内容
ファイル フィールド
変更要求フィールド
要件フィールド
タスク フィールド
トピック フィールド
フォルダ フィールド
監査フィールド
クエリで使用する関係演算子
クエリで条件を定義するために使用できる関係演算子を説明します。
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ファイル フィールド
ここでは、すべてのファイル フィールドをアルファベット順で示します。
注: クライアント計算フィールドは、カスタム電子メール通知や Notification Agent では使用できません。 レポートでは、ど
のフィールド名でも使用できます。
フィールド

説明

[アーカイブ形式]（詳細）

値： Native-II
内部識別子： ArchiveFormat

[アーカイブのパス]

ファイル リビジョンが保存される形式を示します。 StarTeam 2006 で使用す
る形式は、Native-II です。
値： テキスト
内部識別子： ArchivePath

[アーカイブ名]（詳細）

ファイルを格納している PVCS アーカイブまたは VSS プロジェクトのパス。
値： ファイルの MD5 値を表す 32 桁の 16 進値
内部識別子： STArchiveName

[アーカイブのタイプ]

Native-II データ保管庫に格納されたファイルに関して、チップ リビジョンを格
納するファイルの名前を示します。 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 進値に変換したものです。
値： ネイティブ、PVCS、VSS
内部識別子： Type

[変更時に分岐]（詳細）

StarTeam（ネイティブ）、PVCS、または VSS ファイルのうちどの形式でファイ
ルが格納されるかを示します。
値： いいえ、はい
内部識別子： BranchOnChange
ファイルが変更されたときに、そのファイルが分岐するかどうかを示します。
ファイルの動作が 変更時に分岐 に設定されていない場合、値は「いいえ」
です。 この理由としては以下のものが考えられます。
- ファイルがルート ビューまたは参照ビューにあり、変更時に分岐 機能が無
効にされている。
- ファイルは分岐ビューにあるが、変更の結果として既に分岐しており、その
結果として 変更時に分岐 機能が無効になっている。
- ファイルは分岐ビューにあるが、その動作が現時点では、変更時のファイ
ルの分岐を許可していない。 これは、変更が親ビューにチェックインされるこ
とを意味します。

[分岐状態]（詳細）

注： 値が「いいえ」の場合、分岐状態 の値は「いいえ」を説明します。
値： 分岐、非分岐、ルート
内部識別子： BranchState
ファイルが子ビュー内で分岐しているか、まだ分岐していない（したがって、
親ビューの一部である）か、または自らが位置しているビュー内で作成され
たのかを示します。
「分岐」および「非分岐」の値は、分岐ビュー内のファイルに当てはまりま
す。 「ルート」の値は、ファイルが現在位置しているビュー内で作成されたフ
ァイルに当てはまります。
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[コメント]

ビューが参照ビューである場合、この状態は参照ビューの親にあるファイル
の状態を反映します。
値： テキスト
内部識別子： Comment

[コメント ID]（詳細）

ファイルのプロパティまたは内容の変更理由として入力されたコメントの最初
の 2000 文字は、簡単なコメント フィールドに格納されます。 コメント フィー
ルドには、その 2000 文字に加えて、続きのテキストが格納されます。 ファイ
ルのプロパティを変更すると、アプリケーションによって新しいリビジョンが作
成されます。 注： リンクのコメントを含むためには、HTML レポートにおいて
[コメント] フィールドを使用すると便利です。
値： 数値
内部識別子： CommentID

[圧縮レベル]

リビジョン コメントに割り当てられる ID 番号。 リビジョン コメントが未入力の
場合は「-1」を表示します。
値： デフォルト、圧縮率を最大にする、速度を最大にする、なし
内部識別子： Compression
ファイルの圧縮のレベルを示します。
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： ファイル リビジョンの圧縮処理を可能なかぎり高く
し、サーバーのパフォーマンスを向上させる。
速度を最大にする： ファイル リビジョンの圧縮処理を可能なかぎり高速に
行い、サーバーのパフォーマンスを向上させます。

[構成日時]

なし： 圧縮を行わない。
値： 日付/時刻
内部識別子： ConfigurationTime

[内容リビジョン]

それに向けてファイルが構成される日時を示します。 特定の日時に向けて
ファイルを構成する場合、このフィールドの内容はその日時になります。 ラベ
ルまたはプロモーション日時に向けてファイルを構成する場合、このフィール
ドはラベルが作成された日時、またはプロモーション状態と関連付けられた
ラベルが作成された日時のどちらかを示します。
値： 数値
内部識別子： ContentVersion

[作成者]

ファイルがチェックインされた回数。 ファイルが子ビューにある場合、そのフ
ァイルには、親ビューからのすべての内容リビジョンがこの回数分含まれま
す。 各リビジョンはファイルの履歴に記録されます。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： CreatedUserID

[作成日時]

ビュー内の最初のリビジョンを作成したユーザーの名前。 これは、プロジェク
トにファイルを追加したユーザー、または分岐したリビジョンにチェックインし
たユーザーのどちらかです。
値： 日付/時刻
内部識別子： CreatedTime

[削除者]

ビュー内の最初のリビジョンが作成された日時。
値： ユーザーのリスト、<なし>
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内部識別子： DeletedUserID

[削除日時]

ファイルを削除したユーザーの名前。 削除されたファイルはリストに表示さ
れないため、ユーザーはこの情報を知ることができません。 内部的のみに
使用されます。
値： 日付/時刻
内部識別子： DeletedTime

[説明]

ファイルが削除された日時。 削除されたファイルはリストに表示されないた
め、ユーザーはこの情報を知ることができません。 内部的のみに使用され
ます。
値： テキスト
内部識別子： Description

[ドット記法]

ファイルがビューに追加されたときに、ファイルに対して入力された説明。そ
の説明に後から加えられるすべての編集内容もこれに含まれます。
値： テキスト
内部識別子： DotNotation

[最終変更日時]（詳細）

「1.2.1.0」のような分岐リビジョン番号。
値： 日付/時刻
内部識別子： EndModifiedTime

[EOL 文字]

リビジョンがチップ リビジョンでなくなった日時。 このフィールドは上部ペイン
に表示できますが、その値は常に空白です。 これは、どのような構成日時に
おいてもアイテムはチップ リビジョンのままであるからです。
値： ANSI 文字の数値表現
内部識別子： EOL

[実行可能]

内部的のみに使用されます。 このフィールドは主に、Native-I データ保管庫
で、差分保存用ファイルの内部での改行時に使用する ANSI 文字を決定す
るために使われます。
値： いいえ、はい
内部識別子： Executable

[拡張子]

UNIX ファイル用に実行可能ビットを設定するかどうかを示します。
値： テキスト
内部識別子： Extension

ファイルの拡張子を表示します。 これは、クライアント計算フィールドです。
[チェックイン時のファイルタイム スタンプ] 値： 日付/時刻
内部識別子： Modified
[ファイル タイプ]

最後にチェックインされた時点のファイルのタイム スタンプ。
値： ASCII、バイナリ、Unicode
内部識別子： Charset

[フラグ]

ファイルが ASCII（テキスト）、バイナリ、または Unicode のどのタイプかを示
します。
値： いいえ、はい
内部識別子： Flag
ワークステーション上の上部ペイン内で、ファイルに明確に目印を付けます
（ファイルをブックマークします）。 これは、クライアント計算フィールドです。
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[フラグ ユーザー リスト]（詳細）

値： バイト配列。16 進形式の連続した数値を角括弧で囲んだ形で表示され
ます。 たとえば、[14 00 00 00] は特定のユーザーを示します。
内部識別子： FlagUserList

[フォルダ]

クエリでは使用できません。 特定のアイテムにフラグを設定したユーザーを
識別します。
値： テキスト
内部識別子： Folder

[フォルダ パス]

ファイルが関連付けられるフォルダの名前。 これは作業フォルダの名前では
ありません。
値： テキスト
内部識別子： Folder Path（スペースを含む）

[ハイブ ID]（詳細）

ファイルが関連付けられるフォルダのパス。 これは作業フォルダのパスでは
ありません。 これは、クライアント計算フィールドです。
値： サーバーが割り当てた番号
内部識別子： HiveID

[アイテム削除者]

Native-II データ保管庫に格納されたファイルに関して、チップ リビジョンを格
納するハイブの ID 番号を示します。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： ItemDeletedUserID

[アイテム削除日時]

このアイテムを削除したユーザーの名前。 削除されたアイテムはリストに表
示されないため、ユーザーはこの情報を知ることができません。 内部的のみ
に使用されます。
値： 日付/時刻
内部識別子： ItemDeltedTime

[ローカル名]

アイテムが削除された日時。 削除されたアイテムはリストに表示されないた
め、ユーザーはこの情報を知ることができません。 内部的のみに使用され
ます。
値： テキスト
内部識別子： LocalName

[ローカル パス]

作業ファイルの名前。 これは、クライアント計算フィールドです。
値： テキスト
内部識別子： LocalPath

[ロックしたユーザー]

作業ファイルがあるフォルダへのパス名です。 これは、クライアント計算フィ
ールドです。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： ExclusiveLocker

[MD5 チェックサム]

ファイルを排他的にロックしたユーザーの名前。
値： バイト配列。16 進形式の連続した数値を角括弧で囲んだ形で表示され
ます。 StarTeam クライアントでは、優位なゼロだけが表示されるため、「05」
および「0A」は単に「5」および「A」となり、「A ～ F」は「a ～ f」として扱われま
す。
内部識別子： MD5

[変更者]

クエリでは使用できません。 チップ リビジョンに対する MD5 チェックサム。
値： ユーザーのリスト、<なし>
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内部識別子： ModifiedUserID
[変更日時]

ファイルを最後に変更したユーザーの名前。
値： 日付/時刻
内部識別子： ModifiedTime

[自分でかけたロック]

ファイルが最後に変更された日時。 ファイルはチェックインされているか、そ
のプロパティが変更された可能性があります。 これは作業ファイルとは無関
係です。 作業ファイルが最後に変更された日時については、作業ファイルの
タイム スタンプ を使用します。
値： 自分が排他的にロック、自分が非排他的にロック、他のユーザーが
ロック
内部識別子： MyLock

[名前]

現在のユーザーがファイルをロックしたかどうか、またロックした場合にその
ロックが排他的かどうかを示します。 これは、クライアント計算フィールドで
す。
値： テキスト
内部識別子： Name

[新規リビジョンのコメント]（詳細）

ファイルの名前を表示します。
値： テキスト
内部識別子： NewRevisionComment

[非排他的ロックをかけたユーザー]

内部的のみに使用されます。 クライアントは、アイテムの更新プロセスの間
にこの値を使用します。 上部ペインに追加した場合、このフィールドは常に
空として表示されます。 これは、クライアント計算フィールドです。
値： テキスト
内部識別子： NonExclusiveLockers

[オブジェクト ID]

ファイルを非排他的にロックしたユーザーの名前。
値： 数値
内部識別子： ID

[親の分岐リビジョン]（詳細）

ファイルがビューに追加されるとき、各ファイルにオブジェクト ID が割り当て
られます。 ファイルが子ビューから分岐するとき、ファイルには別のオブジェ
クト ID が割り当てられます。 元の ID は親ビュー内のファイルに属します。
値： 数値
内部識別子： PathRevision

[親 ID]（詳細）

ファイルが分岐する前の分岐リビジョン番号の末尾桁の数字。 たとえば、こ
の数字が 7 である場合、ファイルが分岐した時点での分岐リビジョンは 1.7
であったことになります（ファイルの履歴には 1.7.1.0 と記録されます）。 フ
ァイルが親ビューから継承されたものでない場合、この数値は -1 です。
値： 数値
内部識別子： ParentObjectID

[親のリビジョン]（詳細）

親ビュー内のファイルのオブジェクト ID。 このビューが親ビューを持たない場
合、[親 ID] は -1 です。
値：
内部識別子： ParentRevision
ファイルが分岐したリビジョン番号。 たとえば、この番号が 8 である場合、フ
ァイルが分岐した時点で、親ビュー内でのこのファイルのリビジョン番号は
8 であったことになります。 履歴では、リビジョン 9 が現在のビュー内の最初
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[パス]

のリビジョンとして表示されます。 このファイルが親ビューから継承されたも
のでない場合、この数値は 0 です。
値： テキスト
内部識別子： Path

[プロジェクト ID]（詳細）

ファイルの作業フォルダのパス。 これは、クライアント計算フィールドです。
値： 数値
内部識別子： ProjectID

[PVCS リビジョン]（詳細）

プロジェクトに割り当てられる ID 番号。 サーバー構成の内部で、プロジェク
トにはその作成順に ID 番号が割り当てられます。 最初のプロジェクトの ID
は 0 です。
値： テキスト
内部識別子： PVCSRev

[読み取り専用]（詳細）

PVCS のドット記法でのファイルのリビジョン番号。
値： いいえ、はい
内部識別子： ReadOnly

[リビジョン]

ファイルの構成が（ビューのロール バック構成と同様に）読み取り専用かど
うか、またその動作が変更時のファイル分岐を許可しないかどうかを示しま
す。 読み取り専用の構成（アプリケーションの問題）と、読み取り専用のファ
イル（オペレーティング システムの問題）を混同しないでください。 読み取り
専用のファイルは、編集してディスクに保存することはできません。 その構
成が読み取り専用であるファイルは、編集してディスクに保存することが可
能です。単にチェックインができないだけです。
値： 数値
内部識別子： ViewVersion

[リビジョン フラグ]（詳細）

ファイルがチェックインされた回数、またはファイルのプロパティが変更され
た回数。 ファイルが子ビューにある場合、そのファイルには、親ビューからの
すべてのリビジョンがこの回数分含まれます。 これは、クライアント計算フィ
ールドです。
値： 0
内部識別子： RevisionFlags

[ディスク上のリビジョン]

内部的のみに使用されます。
値： 数値
内部識別子： SyncPathVersion

[ルート オブジェクト ID]（詳細）

現時点でワークステーション上の作業フォルダ内にあるリビジョンの数。 ファ
イルのステータスが 作業ファイルなし の場合、個数は表示されません。 こ
れは、クライアント計算フィールドです。
値： 数値
内部識別子： RootObjectID

[共有状態]

ファイルの最も古い祖先のオブジェクト ID。 たとえば、ファイルが親ビューか
ら継承されたものでない場合、ルート オブジェクト ID はそのオブジェクト ID
と同じです。 フォルダが親ビューから継承された場合、ルート オブジェクト ID
は [親 ID]、または親の [親 ID] です。
値： 派生共有、未共有、ルート共有
内部識別子： ShareState
このアイテムが共有されるかどうかを示します。 「未共有」はアイテムが共有
されないことを意味します。 「ルート共有」は、アイテムが共有され、このア
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[簡単なコメント]

イテムが元の参照（ルート参照）であることを意味します。 「派生共有」は、こ
のアイテムは共有されるが、元の参照（ルート参照）ではないことを意味しま
す。
値： テキスト
内部識別子： ShortComment

[サイズ]

ファイルのプロパティまたは内容を変更する理由として入力されたコメントの
最初の 2000 文字を格納します。 それ以降のテキストは [コメント] フィール
ドに格納されます。
値： 数値
内部識別子： FileSize

[ステータス]

チップ リビジョンのサイズをバイト単位で表します。
値： 最新、マージ、作業ファイルなし、変更済み、ビュー外、古いリビジ
ョン、不明
内部識別子： Status

[保存タイプ]（詳細）
[同期ファイルの分岐バージョン]

作業フォルダにあるファイルのコピーと、リポジトリにあるチップ リビジョンの
間の関係を示します。
廃止
値： 数値
内部識別子： SyncObjectVersion

[同期ファイルの内容バージョン]

ステータスを決定するために使われるフィールド。 これは、最近作業フォル
ダにチェックアウトされた分岐リビジョンの末尾の番号です。 これは、クライ
アント計算フィールドです。
値： 数値
内部識別子： SyncContentVersion

[同期ファイルが既知]

ステータスを決定するために使われるフィールド。 作業フォルダとしてチェッ
クアウトされたリビジョン。または、ファイルをマージする必要がある場合はそ
れよりも大きい番号。 これは、クライアント計算フィールドです。
値： いいえ、はい
内部識別子： SyncKnown

[同期ファイルのローカル サイズ]

ステータスを決定するために使われるフィールド。 チップ リビジョンと比較し
た作業ファイルの状態を、サーバーが認識しているかどうかを示します。 こ
れは、クライアント計算フィールドです。
値： 数値
内部識別子： SyncSize

ステータスを決定するために使われるフィールド。 作業ファイルのサイズを
バイト単位で表します。 これは、クライアント計算フィールドです。
[同期ファイルのローカル タイム スタンプ] 値： 日付/時刻
内部識別子： SyncTime

[同期ファイルの MD5 チェックサム]

ステータスを決定するために使われるフィールド。 作業ファイルに対するタイ
ム スタンプ。 これは、クライアント計算フィールドです。
値： バイト配列。16 進形式の連続した数値を角括弧で囲んだ形で表示され
ます。 StarTeam クライアントでは、優位なゼロだけが表示されるため、
「08」、「0B」、および「06」は単に「8」、「B」、および「6」となり、「A ～ F」は「a ～
f」として扱われます。
内部識別子： SyncMD5
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[同期ファイルがルート パス上に存在]

クエリでは使用できません。 ステータスを決定するために使われるフィール
ド。 作業ファイルの MD5 チェックサム。 これは、クライアント計算フィールド
です。
値： いいえ、はい
内部識別子： SyncOnPathToRoot

[データ保管庫分岐バージョン]（詳細）

ステータスを決定するために使われるフィールド。 作業ファイルがチップ リビ
ジョンに基づくものでない場合、このフィールドは、それらの間の関係をサー
バーが認識しているかどうかを示します。 このフィールドの値が「はい」の場
合、作業ファイルはマージが必要か、または古いリビジョンです。 「いいえ」
の値は、関係を特定できないことを意味します。 これは、クライアント計算フ
ィールドです。
値： 数値
内部識別子： VaultVersion

[バージョン]（詳細）

ファイルが最新のビューからチェックインされた回数。
値： 数値
内部識別子： RevisionNumber

[ビュー（view）]

分岐リビジョン番号の末尾の数字。 たとえば、分岐リビジョン番号が
1.3.1.2 の場合、バージョンは 2 です。
値： ビューのリスト、<なし>
内部識別子： ViewID

[作業ファイル（実行可能）]

アイテムが最後に分岐したビューの名前。 たとえば、ファイルが親ビューか
ら継承されるが子ビュー内で分岐する場合、分岐したリビジョンおよび子ビュ
ー内の後続リビジョンに関して、子ビューにおけるこのフィールドの値は親ビ
ューの名前から子ビューの名前に変化します。
値： テキスト
内部識別子： いいえ、はい

[作業ファイルが存在]

作業ファイルが実行可能かどうかを示します。 これは、クライアント計算フィ
ールドです。
値： いいえ、はい
内部識別子： LocalFileExists

[作業ファイルのサイズ]

ファイルのコピーがその作業フォルダ内にあるかどうかを示します。 これ
は、クライアント計算フィールドです。
値： 数値
内部識別子： LocalSize

[作業ファイルのタイム スタンプ]

作業ファイルのサイズ。 これは、クライアント計算フィールドです。
値： 日付/時刻
内部識別子： LocalTimestamp
作業ファイルのタイム スタンプ。 これは、クライアント計算フィールドです。
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関連参照
フィールド
変更要求フィールド
要件フィールド
タスク フィールド
トピック フィールド
フォルダ フィールド
監査フィールド
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変更要求フィールド
ここでは、すべての変更要求フィールドをアルファベット順で示します。
注: クライアント計算フィールドは、カスタム電子メール通知や Notification Agent では使用できません。 レポートでは、ど
のフィールド名でも使用できます。
フィールド

説明

[対応者]

値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： AddressedBy

[対応ビルド]

変更要求を解決したユーザーを示します（解決状況のステータスには「再現不
能」、「設計どおり」、「解決」、「記録」、および「重複」があります）。
値： ビュー ラベルのリスト、<なし>
内部識別子： AddressedIn

[対応ビュー]

変更要求の解決が発生した後に作成され、ビューに適用される次のビルド ラベ
ルを示します。
値： ビューのリスト、<なし>
内部識別子： AddressedInView

[添付ファイル数]

どのビューで変更要求が解決されたかを示します。 この情報は、共有され、場合
によっては移動される変更要求にとって重要です。
値： 数値
内部識別子： AttachmentCount

[添付ファイル ID]（詳細）

変更要求に添付されたファイルの数。
値： バイト配列。16 進形式の連続した数値を角括弧で囲んだ形で表示されま
す。 たとえば、[00 00 00 00 02 00 00 00] は 2 つの特定の添付ファイルを示
します。
内部識別子： AttachmentIDs

[添付ファイル名]

クエリでは使用できません。 添付ファイルに割り当てられる ID 番号。 たとえば、
プロジェクト内部の最初の添付ファイルは「00 00 00 00」です。
値： スペースで区切られた連続するファイル名で構成されるテキスト
内部識別子： AttachmentNames

[変更時に分岐]（詳細）

変更要求に添付されたファイルの名前。
値： いいえ、はい
内部識別子： BranchOnChange
変更要求が変更されたときに、その変更要求が分岐するかどうかを示します。
変更要求の動作が「変更時に分岐」に設定されていない場合、値は「いいえ」で
す。 この理由としては以下のものが考えられます。
- 変更要求がルート ビューまたは参照ビューにあり、「変更時に分岐」機能が無
効にされている。
- 変更要求は分岐ビューにあるが、変更の結果として既に分岐しており、その結
果として「変更時に分岐」機能が無効になっている。
- 変更要求は分岐ビューにあるが、その動作が現時点では、変更時の変更要求
の分岐を許可していない。 これは、変更が親ビューにチェックインされることを意
味します。
注： 値が「いいえ」の場合、分岐状態 の値は「いいえ」を説明します。
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[分岐状態]（詳細）

「はい」の値は、変更要求が分岐ビューに位置しており、その動作が 変更時に分
岐 に設定されているが、まだ変更されていないことを示します。
値： 分岐、非分岐、ルート
内部識別子： BranchState
変更要求が子ビュー内で分岐しているか、まだ分岐しておらず親ビューの一部で
あるか、または自らが位置しているビュー内で作成されたのかを示します。
「分岐」および「非分岐」の値は、分岐ビュー内の変更要求に当てはまります。
「ルート」の値は、変更要求が現在位置しているビューで作成された変更要求に
当てはまります。

[カテゴリ]

ビューが参照ビューである場合、この状態は参照ビューの親にある変更要求の
状態を反映します。
値： テキスト
内部識別子： Category

[対応完了日時]

障害の発生箇所であるサブコンポーネントを識別するテキスト。 これは通常、[コ
ンポーネント] フィールドと組み合わせて使用されます。
値： 日付/時刻
内部識別子： ClosedOn

[コメント]

変更要求が対応完了とされた日時。
値： テキスト
内部識別子： Comment

[コメント ID]（詳細）

簡単なコメント フィールドには、変更要求のプロパティの変更理由として入力した
コメントの最初の 2000 文字が格納されます。 [コメント] フィールドには、その 2000
文字に加えて、続きのテキストが格納されます。 変更要求のプロパティを変更す
ると、アプリケーションによって新しいリビジョンが作成されます。 注： リンクのコ
メントを含むためには、HTML レポートにおいて [コメント] フィールドを使用すると
便利です。
値： 数値
内部識別子： CommentID

[コンポーネント]

リビジョン コメントに割り当てられる ID 番号。 リビジョン コメントが未入力の場合
は「-1」を表示します。
値： テキスト
内部識別子： Component

[構成日時]

障害の発生箇所であるコンポーネントを識別するテキスト。 このフィールドは多く
の場合、カテゴリ フィールドと組み合わせて、その識別をサブコンポーネントに絞
り込む目的で使われます。
値： 日付/時刻
内部識別子： ConfigurationTime

[CR 番号]

それに向けて変更要求が構成される日時を示します。 特定の日時に向けて変更
要求を構成する場合、このフィールドの内容はその日時になります。 ラベルまた
はプロモーション状態に対して変更要求を構成すると、このフィールドは、ラベル
が作成された日時、またはプロモーション状態と関連付けられたラベルが作成さ
れた日時のいずれかかを示します。
値： 数値
内部識別子： ChangeNumber
変更要求に割り当てられる番号。 たとえば、オブジェクト ID が 0 の場合、変更要
求番号は 1 です。
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[作成者]（詳細）

値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： CreatedUserID

[作成日時]（詳細）

ビュー内の最初のリビジョンを作成したユーザーの名前。 これは、変更要求を開
始したユーザー、または分岐したリビジョンを変更したユーザーのいずれかで
す。
値： 日付/時刻
内部識別子： CreatedTime

[削除者]

ビュー内の最初のリビジョンが作成された日時。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： DeletedUserID

[削除日時]

変更要求を削除したユーザーの名前。 削除された変更要求はリストに表示され
ないため、ユーザーはこの情報を見ることができません。 内部的のみに使用され
ます。
値： 日付/時刻
内部識別子： DeletedTime

[説明]

変更要求が削除された日時。 削除された変更要求はリストに表示されないた
め、ユーザーはこの情報を見ることができません。 内部的のみに使用されます。
値： テキスト
内部識別子： Description

[ドット記法]

説明 フィールド内のテキスト。
値： テキスト
内部識別子： DotNotation

[最終変更日時]（詳細）

特定の分岐リビジョン番号に割り当てられる ID。 たとえば、変更要求が現在のビ
ューによって継承されたのではなく現在のビューに追加された場合、その分岐リ
ビジョン番号は 1.x であり、その分岐リビジョン ID は 0 です。 変更要求が現在
のビュー内で分岐した場合、その分岐リビジョン ID は、親ビュー内でのリビジョン
番号と、現在のビュー内で既に割り当てられている ID の数によって決まりま
す。 たとえば、親ビュー内での変更要求のリビジョン番号が分岐の時点で 1.7 で
あり、それと同じ親リビジョン番号を持つ別の変更要求に「6」という 分岐リビジョ
ン ID が与えられた場合、この変更要求にも 分岐リビジョン ID「6」が与えられま
す。
値： 日付/時刻
内部識別子： EndModifiedTime

[提出者]

リビジョンがチップ リビジョンでなくなった日時。 このフィールドは上部ペインに表
示できますが、その値は常に空白です。 これは、どのような構成日時においても
アイテムはチップ リビジョンのままであるからです。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： EnteredBy

[提出日時]

この変更要求を作成したユーザーの名前。
値： 日付/時刻
内部識別子： EnteredOn

[外部参照]

この変更要求が作成された日時。
値： テキスト
内部識別子： ExternalReference
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[解決策]

通常、この変更要求に対してデータを提供した顧客またはその他の外部情報源
を示すために使われるテキスト。
値： テキスト
内部識別子： Fix

[フラグ]

解決策 フィールド内のテキスト。
値： いいえ、はい
内部識別子： Flag

[フラグ ユーザー リスト]（詳細）

ワークステーション上の上部ペイン内で、フラグは変更要求に明確に目印を付け
ます（ファイルをブックマークします）。 これは、クライアント計算フィールドです。
値： バイト配列。16 進形式の連続した数値を角括弧で囲んだ形で表示されま
す。 たとえば、[14 00 00 00] は特定のユーザーを示します。
内部識別子： FlagUserList

[フォルダ]

クエリでは使用できません。 特定のアイテムにフラグを設定したユーザーを識別
します。
値： テキスト
内部識別子： Folder

[フォルダ パス]

変更要求を格納するフォルダの名前。 これは、クライアント計算フィールドです。
値： テキスト
内部識別子： Folder Path（スペースを含む）

[アイテム削除者]

変更要求を格納するフォルダのパス。 これは、クライアント計算フィールドです。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： ItemDeletedUserID

[アイテム削除日時]

このアイテムを削除したユーザーの名前。 削除されたアイテムはリストに表示さ
れないため、ユーザーはこの情報を知ることができません。 内部的のみに使用
されます。
値： 日付/時刻
内部識別子： ItemDeltedTime

[テスト済み最新ビルド]

アイテムが削除された日時。 削除されたアイテムはリストに表示されないため、
ユーザーはこの情報を知ることができません。 内部的のみに使用されます。
値： ビュー ラベルのリスト、<なし>
内部識別子： LastBuildTested

[ロックしたユーザー]

変更要求がテストされた最後のビルドを表すために、ユーザーによって選択され
るビルド ラベル。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： ExclusiveLocker

[変更者]

変更要求を排他的にロックしたユーザーの名前。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： ModifiedUserID

[変更日時]

変更要求を最後に変更したユーザーの名前。
値： 日付/時刻
内部識別子： ModifiedTime

[自分でかけたロック]

変更要求が最後に変更された日時。
値： 自分が排他的にロック、自分が非排他的にロック、他のユーザーがロッ
ク
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内部識別子： MyLock

[新規リビジョンのコメント]（詳細）

現在のユーザーが変更要求をロックしたかどうか、またロックした場合にそのロッ
クが排他的かどうかを示します。 これは、クライアント計算フィールドです。
値： テキスト
内部識別子： NewRevisionComment

内部的のみに使用されます。 クライアントは、アイテムの更新プロセスの間にこ
の値を使用します。 上部ペインに追加した場合、このフィールドは常に空として表
示されます。 これは、クライアント計算フィールドです。
[非排他的にロックしているユーザー] 値： テキスト
内部識別子： NonExclusiveLockers
[オブジェクト ID]

変更要求を非排他的にロックしたユーザーの名前。
値： 数値
内部識別子： ID

[親の分岐リビジョン]（詳細）

変更要求がビューに追加されるとき、各変更要求にオブジェクト ID が割り当てら
れます。 変更要求が子ビューから分岐するとき、変更要求には別のオブジェクト
ID が割り当てられます。 元の ID は親ビュー内の変更要求に属します。
値： 数値
内部識別子： PathRevision

[親 ID]（詳細）

変更要求が分岐する前の分岐リビジョン番号の末尾の数字。 たとえば、この数
字が 7 である場合、変更要求が分岐した時点での分岐リビジョンは 1.7 であった
ことになります（変更要求の履歴には 1.7.1.0 と記録されます）。 変更要求が親
ビューから継承されたものでない場合、この値は -1 です。
値： 数値
内部識別子： ParentObjectID

[親のリビジョン]（詳細）

親ビュー内の変更要求のオブジェクト ID。 このビューが親ビューを持たない場
合、[親 ID] は -1 です。
値： 数値
内部識別子： PathRevision

[プラットフォーム]

変更要求が分岐したリビジョン番号。 たとえば、この番号が 8 である場合、変更
要求が分岐した時点で、親ビュー内でのこの変更要求のリビジョン番号は 8 であ
ったことになります。 履歴では、リビジョン 9 が現在のビュー内の最初のリビジョ
ンとして表示されます。 この変更要求が親ビューから継承されたものでない場
合、この番号は 0 です。
値： すべて、MacOS、その他、Unix、Windows 2000、Windows 95、Windows 98、
Windows NT、Windows XP
内部識別子： Platform

[優先度]

プラットフォーム フィールドの値。
値： いいえ、はい
内部識別子： Priority

[読み取り専用]（詳細）

優先度 フィールドの値。 アプリケーションにおける真偽値は列挙型として扱われ
るため、多くの人は優先度のカスタマイズを使用してこのフィールドを拡張し、他
の値を組み込みます。 たとえば、「なし」は 0 であり、「あり」は 1 です。 管理者
は「なし」を「非優先」に、「あり」を「優先度 1」に変更し、「優先度 2」～「優先度
10」を追加することができます。
値： いいえ、はい
内部識別子： ReadOnly
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[読み取りステータス]

変更要求の構成が（ビューのロール バック構成と同様に）読み取り専用かどう
か、またその動作が変更時の変更要求の分岐を許可しないかどうかを示しま
す。
値： 既読、未読
内部識別子： ReadStatus

変更要求が既読または未読のどちらとして認識されるかを示します。 これは、ク
ライアント計算フィールドです。
[読み取りステータスユーザー リスト] 値： バイト配列。16 進形式の連続した数値を角括弧で囲んだ形で表示されま
す。 たとえば、[14 00 00 00] は特定のユーザーを示します。
内部識別子： ReadStatusUserList

[解決日時]

クエリでは使用できません。 特定のアイテムのステータスが 未読 であるユーザ
ーを識別します。
値： 日付/時刻
内部識別子： ResolvedOn

[担当者]

変更要求が解決された日時。 解決状況には 再現不能、設計どおり、解決、記
録、または 重複 があります。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： Responsibility

[リビジョン フラグ]（詳細）

変更要求に対して現時点で責任を持つユーザーの名前。
値： 0
内部識別子： RevisionFlags

[ルート オブジェクト ID]（詳細）

内部的のみに使用されます。
値： 数値
内部識別子： RootObjectID

[重要度]

変更要求の最も古い祖先のオブジェクト ID。 たとえば、変更要求が親ビューから
継承されたものでない場合、ルート オブジェクト ID はそのオブジェクト ID と同じ
になります。 変更要求が親ビューから継承されたものの場合、ルート オブジェク
ト ID は [親 ID]、または親の [親 ID] になります。
値： 高、低、中
内部識別子： Severity

[共有状態]

重要度 フィールドの値。
値： 派生共有、未共有、ルート共有
内部識別子： ShareState

[簡単なコメント]

このアイテムが共有されるかどうかを示します。 「未共有」はアイテムが共有され
ないことを意味します。 「ルート共有」は、アイテムが共有され、このアイテムが
元の参照（ルート参照）であることを意味します。 「派生共有」は、このアイテムは
共有されるが、元の参照（ルート参照）ではないことを意味します。
値： テキスト
内部識別子： ShortComment

[ステータス（Status）]

変更要求のプロパティを変更する理由として入力されたコメントの最初の 2000 文
字を格納します。 それ以降のテキストは [コメント] フィールドに格納されます。
値： 新規、対応開始、処理中、先送り、再現不能、設計どおり、解決、記
録、重複、検証終了（先送り）、検証終了（再現不能）、検証終了（設計ど
おり）、検証終了（解決）、検証終了（記録）、検証終了（重複）、対応完了
（先送り）、対応完了（再現不能）、対応完了（設計どおり）、対応完了（解
決）、対応完了（記録）、対応完了（重複）
927

内部識別子： Status
[概要]

ステータス フィールドの値。
値： テキスト
内部識別子： Synopsis

[テスト コマンド]

概要 フィールドの値。
値： テキスト
内部識別子： TestCommand

[タイプ]

テスト コマンド フィールド内のテキスト。
値： 障害、提案
内部識別子： Type

[検証日時]

タイプ フィールドの値。
値： 日付/時刻
内部識別子： VerifiedOn

[バージョン]（詳細）

変更要求が検証された日時。 解決状況は 検証終了（再現不能）、検証終了（設
計どおり）、検証終了（解決）、検証終了（記録）、または 検証終了（重複） のいず
れかです。
値： 数値
内部識別子： RevisionNumber

[ビュー]

分岐リビジョン番号の末尾の数字。 たとえば、分岐リビジョン番号が 1.3.1.2 の
場合、バージョンは 2 です。
値： ビューのリスト、<なし>
内部識別子： ViewID

[回避策]

アイテムが最後に分岐したビューの名前。 たとえば、変更要求が親ビューから継
承されるが子ビュー内で分岐する場合、分岐したリビジョンおよび子ビュー内の
後続リビジョンに関して、子ビューにおけるこのフィールドの値は親ビューの名前
から子ビューの名前に変化します。
値： テキスト
内部識別子： WorkAround
回避策 フィールド内のテキスト。

関連参照
フィールド
ファイル フィールド
要件フィールド
タスク フィールド
トピック フィールド
フォルダ フィールド
監査フィールド

928

要件フィールド
ここでは、すべての要件フィールドをアルファベット順で示します。
注: クライアント計算フィールドは、カスタム電子メール通知や Notification Agent では使用できません。 レポートでは、ど
のフィールド名でも使用できます。
フィールド

説明

[自分の担当か?]

値： いいえ、はい
内部識別子： AmIResponsible

[検出されたあいまいな部分]

ログオンしているユーザーが要件の担当者かどうかを示します。 これは、クライ
アント計算フィールドです。
値： 数値
内部識別子： AmbiguitiesFound
要件に見つかったあいまいな部分の数を示します。
値：

[添付ファイル数]

内部識別子：
値： 数値
内部識別子： AttachmentCount

[添付ファイル ID]（詳細）

要件に添付されたファイルの数。
値： バイト配列。16 進形式の連続した数値を角括弧で囲んだ形で表示されま
す。 たとえば、[00 00 00 00 02 00 00 00] は 2 つの特定の添付ファイルを示
します。
内部識別子：
クエリでは使用できません。 添付ファイルに割り当てられる ID 番号。 たとえば、
プロジェクト内部の最初の添付ファイルは「00 00 00 00」です。
値：

[添付ファイル名]

内部識別子：
値： スペースで区切られた連続するファイル名で構成されるテキスト
内部識別子： AttachmentNames

[子の数]

要件に添付されたファイルの名前。
値： 数値
内部識別子： ChildrenCount

[子タイプ]

この要件の子である要件の数。 これは、クライアント計算フィールドです。
値： 子要件、要件
内部識別子： ChildType

[コメント]

要件が要件ツリーのルートであるか、それとも別の要件の子であるかを示しま
す。 これは、クライアント計算フィールドです。
値： テキスト
内部識別子： Comment
簡単なコメント フィールドには、要件のプロパティの変更理由として入力したコメ
ントの最初の 2000 文字が格納されます。 この コメント フィールドには、その 2000
文字に加えて、その続きのテキストが格納されます。 要件のプロパティを変更す
ると、アプリケーションによって新しいリビジョンが作成されます。 注： リンクのコ
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[コメント ID]（詳細）

メントを含むためには、HTML レポートにおいて [コメント] フィールドを使用する
と便利です。
値： 数値
内部識別子： CommentID

[コメント]

リビジョン コメントに割り当てられる ID 番号。 リビジョン コメントが未入力の場合
は「-1」を表示します。
値： テキスト
内部識別子： Comments

[構成日時]

元の説明に見つかったあいまいさまたはその他の理由によって作成された、改
訂後の説明についてのコメント。
値： 日付/時刻
内部識別子： ConfigurationTime

[作成者]

それに向けて要件が構成される日時を示します。 特定の日時に向けて要件を構
成する場合、このフィールドの内容はその日時になります。 ラベルまたはプロモ
ーション日時に向けて要件を構成する場合、このフィールドはラベルが作成され
た日時、またはプロモーション状態と関連付けられたラベルが作成された日時の
どちらかを示します。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： CreadedUserID

[作成日時]

ビュー内の最初のリビジョンを作成したユーザーの名前。 これは、要件を開始し
たユーザーです。
値： 日付/時刻
内部識別子： CreatedTime

[削除者]

ビュー内の最初のリビジョンが作成された日時。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： DeletedUserID

[削除日時]

要件を削除したユーザーの名前。 削除されたアイテムはリストに表示されない
ため、ユーザーはこの情報を知ることができません。 内部的のみに使用されま
す。
値： 日付/時刻
内部識別子： DeletedTime

[説明]

要件が削除された日時。 削除されたアイテムはリストに表示されないため、ユー
ザーはこの情報を知ることができません。 内部的のみに使用されます。
値： テキスト
内部識別子： Description

[無効]

説明 フィールド内のテキスト。
値： いいえ、はい
内部識別子： Disabled

[ドット記法]

要件が無効かどうかを示します。
値： テキスト
内部識別子： DotNotation

[最終変更日時]（詳細）

「1.2」のような分岐リビジョン番号。
値： 日付/時刻
内部識別子： EndModifiedTime
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[予想作業量]

リビジョンがチップ リビジョンでなくなった日時。 このフィールドは上部ペインに表
示できますが、その値は常に空白です。 これは、どのような構成日時においても
アイテムはチップ リビジョンのままであるからです。
値： 数値
内部識別子： ExpectedEffort

[外部参照]

要件を完全に実装するまでにかかる時間について、予測されるケース見積りを
示します。 要件を CaliberRM から StarTeam にパブリッシュしている場合、これ
らのフィールドには、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、単位は任意ですが、作業量の下限 および 作業
量の上限 の各フィールドに対して同じであることが望ましく、すべての要件に対
して一貫した単位を使用することが推奨されます。
値： テキスト
内部識別子： ExternalReference

[フラグ]

通常は、この要件を依頼した外部顧客の名前を示します。
値： いいえ、はい
内部識別子： Flag

[フラグ ユーザー リスト]（詳細）

ワークステーション上の上部ペイン内で、フラグは要件に明確に目印を付けます
（要件をブックマークします）。 これは、クライアント計算フィールドです。
値： バイト配列。16 進形式の連続した数値を角括弧で囲んだ形で表示されま
す。 たとえば、[14 00 00 00] は特定のユーザーを示します。
内部識別子： FlagUserList

[フォルダ パス]

クエリでは使用できません。 特定のアイテムにフラグを設定したユーザーを識別
します。
値： テキスト
内部識別子： Folder Path（スペースを含む）

[作業量の上限]

要件を格納するフォルダのパス。 これは、クライアント計算フィールドです。
値： 数値
内部識別子： HighEffort

[アイテム削除者]

要件を完全に実装するまでにかかる時間について、最悪の場合のケース見積り
を示します。 要件を CaliberRM から StarTeam にパブリッシュしている場合、こ
れらのフィールドには、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、単位は任意ですが、作業量の下限 および 予
想作業量 の各フィールドに対して同じであることが望ましく、すべての要件に対
して一貫した単位を使用することが推奨されます。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： ItemDeletedUserID

[アイテム削除日時]

このアイテムを削除したユーザーの名前。 削除されたアイテムはリストに表示さ
れないため、ユーザーはこの情報を知ることができません。 内部的のみに使用
されます。
値： 日付/時刻
内部識別子： ItemDeltedTime

[ロックしたユーザー]

アイテムが削除された日時。 削除されたアイテムはリストに表示されないため、
ユーザーはこの情報を知ることができません。 内部的のみに使用されます。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： ExclusiveLocker
要件を排他的にロックしたユーザーの名前。
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[作業量の下限]

値： 数値
内部識別子： LowEffort

[変更者]

要件を完全に実装するまでにかかる時間について、最も楽観的なケース見積り
を示します。 要件を CaliberRM から StarTeam にパブリッシュしている場合、こ
れらのフィールドには、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、単位は任意ですが、予想作業量 および 作業
量の上限 の各フィールドに対して同じであることが望ましく、すべての要件に対
して一貫した単位を使用することが推奨されます。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： ModifiedUserID

[変更日時]

要件を最後に変更したユーザーの名前。
値： 日付/時刻
内部識別子： ModifiedTime

[自分でかけたロック]

要件が最後に変更された日時。
値： 自分が排他的にロック、自分が非排他的にロック、他のユーザーがロッ
ク
内部識別子： MyLock

[Name（名前）]

現在のユーザーが要件をロックしたかどうか、またロックした場合にそのロックが
排他的かどうかを示します。 これは、クライアント計算フィールドです。
値： テキスト
内部識別子： Name

[新規リビジョンのコメント]（詳細）

要件の名前。
値： テキスト
内部識別子： NewRevisionComment

[非排他的ロックをかけたユーザー]

内部的のみに使用されます。 クライアントは、アイテムの更新プロセスの間にこ
の値を使用します。 上部ペインに追加した場合、このフィールドは常に空として
表示されます。 これは、クライアント計算フィールドです。
値： テキスト
内部識別子： NonExclusiveLockers

[メモ]

要件を非排他的にロックしたユーザーの名前。
値： テキスト
内部識別子： Notes

[番号]

この要件に対する作業量レベルに関するテキスト コメント。
値： 数値
内部識別子： RequirementNumber

[オブジェクト ID]

要件を識別する番号。 たとえば、[オブジェクト ID] が 0 の場合、要件番号は 1
です。
値： 数値
内部識別子： ID

[所有者]

要件がビューに追加されるとき、各要件にオブジェクト ID が割り当てられます。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： Owner

[親要件 ID]（詳細）

この要件に最終的に責任を持つ人物を示します。
値： 数値
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内部識別子： ParentRequirementID
親ビュー内の要件のオブジェクト ID。 このビューが親ビューを持たない場合、
[親 ID] は -1 です。
値：
[優先度]

内部識別子：
値： 望ましい、必須、未割り当て、有用
内部識別子： Priority

[読み取り専用]（詳細）

優先度 フィールドの値。 リポジトリのカスタマイズを使用して、これらの値の名前
を変更したり、その他の値を組み込むことができます。
値： いいえ、はい
内部識別子： ReadOnly

[読み取りステータス]

要件の構成が（ビューのロール バック構成と同様に）読み取り専用であるかどう
かを示します。
値： 既読、未読
内部識別子： ReadStatus

要件が既読または未読のどちらとして認識されるかを示します。 これは、クライ
アント計算フィールドです。
[読み取りステータス ユーザー リスト] 値： バイト配列。16 進形式の連続した数値を角括弧で囲んだ形で表示されま
す。 たとえば、[14 00 00 00] は特定のユーザーを示します。
内部識別子： ReadStatusUserList

[担当者数]

クエリでは使用できません。 特定のアイテムのステータスが 未読 であるユーザ
ーを識別します。
値： 数値
内部識別子： ResponsibleCount

[担当者 ID]

要件に対して責任を持つユーザーの数。
値： バイト配列。16 進形式の連続した数値を角括弧で囲んだ形で表示されま
す。 たとえば、[14 00 00 00] は特定のユーザーを示します。
内部識別子： ResponsibleIDs

[担当者名]

クエリでは使用できません。 要件に対して責任を持つユーザーに割り当てられ
る ID 番号。
値： スペースで区切られた連続するユーザー名で構成されるテキスト。
内部識別子： ResponsibleNames

[検討者]

この要件に責任を持つユーザーの名前。
値： バイト配列
内部識別子： ReviewedByIDs

[改訂された説明]

クエリでは使用できません。 このフィールドは一切使用しないことが推奨されま
す。
値： テキスト
内部識別子： RevisedDescription

[リビジョン フラグ]（詳細）

元の説明に見つかったあいまいさまたはその他の理由によって改訂された新し
い説明。
値： 0
内部識別子： RevisionFlags
内部的のみに使用されます。
933

[共有状態]

値： 派生共有、未共有、ルート共有
内部識別子： ShareState

[簡単なコメント]

このアイテムが共有されるかどうかを示します。 「未共有」はアイテムが共有され
ないことを意味します。 「ルート共有」は、アイテムが共有され、このアイテムが
元の参照（ルート参照）であることを意味します。 「派生共有」は、このアイテムは
共有されるが、元の参照（ルート参照）ではないことを意味します。
値： テキスト
内部識別子： ShortComment

[ステータス]

要件のプロパティを変更する理由として入力されたコメントの最初の 2000 文字
を格納します。 それ以降のテキストは コメント フィールドに格納されます。
値： 受理、承認、完了、先送り、草案、保留、CCB への提出準備完了、却
下、レビュー、提出
内部識別子： Status

[タイプ]

この要件のステータスを示します。
値： ビジネス要件、ビジネス仕様、ハードウェア要件、ハードウェア仕
様、人的資源、情報技術、ソフトウェア要件、ソフトウェア仕様
内部識別子： Type

[バージョン]（詳細）

要件のタイプを示します。
値： 数値
内部識別子： RevisionNumber
分岐リビジョン番号の末尾の数字。 たとえば、分岐リビジョン番号が 1.2 の場
合、バージョンは 2 です。

関連参照
フィールド
ファイル フィールド
変更要求フィールド
タスク フィールド
トピック フィールド
フォルダ フィールド
監査フィールド
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タスク フィールド
ここでは、すべてのタスク フィールドをアルファベット順で示します。
注: クライアント計算フィールドは、カスタム電子メール通知や Notification Agent では使用できません。 レポートでは、ど
のフィールド名でも使用できます。
フィールド

説明

[実終了日時]

値： 日付/時刻
内部識別子： StTaskActualFinish

[実所要時間]

タスクの実際の終了日。
値： 数値
内部識別子： StTaskActualHours

[実開始日時]

タスクの完了までに費やされる時間数。
値： 日付/時刻
内部識別子： StTaskActualStart

[添付ファイル数]

タスクの実際の開始日。
値： 数値
内部識別子： AttachmentCount

[添付ファイル ID]（詳細）

タスクに添付されたファイルの数。
値： バイト配列。16 進形式の連続した数値を角括弧で囲んだ形で表示されま
す。 たとえば、[00 00 00 00 02 00 00 00] は 2 つの特定の添付ファイルを示
します。
内部識別子： AttachmentIDs

[添付ファイル名]

クエリでは使用できません。 添付ファイルに割り当てられる ID 番号。 たとえば、
プロジェクト内部の最初の添付ファイルは「00 00 00 00」です。
値： スペースで区切られた連続するファイル名で構成されるテキスト
内部識別子： AttachmentNames

[注意点の内容]

タスクに添付されたファイルの名前。
値： テキスト
内部識別子： StTaskAttentionNotes

[子の数]

注意点 に付随するメモ内のテキスト。
値： 数値
内部識別子： ChildrenCount

[コメント]

このタスクのサブタスクであるタスクの数。 これは、クライアント計算フィールドで
す。
値： テキスト
内部識別子： Comment

[コメント ID]（詳細）

[簡単なコメント] フィールドには、タスクのプロパティの変更理由として入力したコ
メントの最初の 2000 文字が格納されます。 この [コメント] フィールドには、そ
の 2000 文字に加えて、その続きのテキストが格納されます。 タスクのプロパテ
ィを変更すると、アプリケーションによって新しいリビジョンが作成されます。 注：
リンクのコメントを含むためには、HTML レポートにおいて [コメント] フィールドを
使用すると便利です。
値： 数値
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内部識別子： CommentID

[構成日時]

リビジョン コメントに割り当てられる ID 番号。 リビジョン コメントが未入力の場合
は「-1」を表示します。
値： 日付/時刻
内部識別子： ConfigurationTime

[制約となる期日]

それに向けてタスクが構成される日時を示します。 特定の日時に向けてタスクを
構成する場合、このフィールドの内容はその日時になります。 ラベルまたはプロ
モーション日時に向けてタスクを構成する場合、このフィールドはラベルが作成さ
れた日時、またはプロモーション状態と関連付けられたラベルが作成された日時
のどちらかを示します。
値： 日付/時刻
内部識別子： StTaskConstraintDate

[制約タイプ]

タスクの制約となる期日。これは MS Project の設定項目に基づくフィールドで
す。
値： できるだけ遅く、できるだけ早く、指定期日以降に終了、指定期日ま
でに終了、指定期日に終了、指定期日に開始、指定期日以降に開始、指定
期日までに開始
内部識別子： StTaskConstraintType

[作成者]

タスクの制約タイプ。これは MS Project の設定項目に基づくフィールドです。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： StTaskConstraintType

[作成日時]

ビュー内の最初のリビジョンを作成したユーザーの名前。 これは、タスクを開始
したユーザーです。
値： 日付/時刻
内部識別子： CreatedTime

[削除者]

ビュー内の最初のリビジョンが作成された日時。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： DeletedUserID

[削除日時]

タスクを削除したユーザーの名前。 削除されたタスクはリストに表示されないた
め、ユーザーはこの情報を知ることができません。 内部的のみに使用されま
す。
値： 日付/時刻
内部識別子： DeletedTime

[ドット記法]

タスクが削除された日時。 削除されたタスクはリストに表示されないため、ユー
ザーはこの情報を知ることができません。 内部的のみに使用されます。
値： テキスト
内部識別子： DotNotation

[最終変更日時]（詳細）

「1.2」のような分岐リビジョン番号。
値： 日付/時刻
内部識別子： EndModifiedTime

[予定終了日時]

リビジョンがチップ リビジョンでなくなった日時。 このフィールドは上部ペインに表
示できますが、その値は常に空白です。 これは、どのような構成日時においても
アイテムはチップ リビジョンのままであるからです。
値： 日付/時刻
内部識別子： StTaskEstimatedFinish
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[予定終了日時のずれ]

タスクの予想終了日。
値： 日付/時刻
内部識別子： StTaskEstimatedFinishVariance

[予定時間]

タスクの予想終了日と実際の終了日の差。
値： 数値
内部識別子： StTaskEstimatedHours

[予定時間のずれ]

タスクの完了までに費やされる時間数。
値： 数値
内部識別子： StTaskEstimatedHoursVariance

[予定開始日時]

タスクを完了するまでの予定時間数と実際に要した時間数の差。
値：
内部識別子：
値： 日付/時刻
内部識別子： StTaskEstimatedStart

[予定開始日時のずれ]

タスクの予想開始日。
値： 日付/時刻
内部識別子： StTaskEstimatedStartVariance

[フラグ]

タスクの予想開始日と実際の開始日の差。
値： いいえ、はい
内部識別子： Flag

[フラグ ユーザー リスト]（詳細）

ワークステーション上の上部ペイン内で、ファイルはタスクに明確に目印を付け
ます（タスクをブックマークします）。 これは、クライアント計算フィールドです。
値： バイト配列。16 進形式の連続した数値を角括弧で囲んだ形で表示されま
す。 たとえば、[14 00 00 00] は特定のユーザーを示します。
内部識別子： FlagUserList

[フォルダ パス]

クエリでは使用できません。 特定のアイテムにフラグを設定したユーザーを識別
します。
値： テキスト
内部識別子： Folder Path（スペースを含む）

[自分の担当タスクか?]

タスクを格納するフォルダのパス。 これは、クライアント計算フィールドです。
値： いいえ、はい
内部識別子： IsMyTask?

[繰り返しタスク]

ログオンしているユーザーがタスクの担当者かどうかを示します。 これは、クライ
アント計算フィールドです。
値： 0、1
内部識別子： （スペースを含む）

[アイテム削除者]

タスクが MS Project タスクに由来するものかどうかを示します。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： ItemDeletedUserID

[アイテム削除日時]

このアイテムを削除したユーザーの名前。 削除されたアイテムはリストに表示さ
れないため、ユーザーはこの情報を知ることができません。 内部的のみに使用
されます。
値： 日付/時刻
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内部識別子： ItemDeltedTime

[MS Project の最終更新]

アイテムが削除された日時。 削除されたアイテムはリストに表示されないため、
ユーザーはこの情報を知ることができません。 内部的のみに使用されます。
値： 日付/時刻
内部識別子： StTaskMSProjectLastUpdate

[作業/依存関係の最終更新]

タスクが MS Project から最後に更新された日付。
値： 日付/時刻
内部識別子： StWorkDependencyLastUpdate

[ロックしたユーザー]

作業記録または依存関係（後続タスクまたは先行タスク）が最後に追加、編集、
または削除された日時。 このフィールドは MS Project で使用するためのもので
す。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： ExclusiveLocker

[マイルストーン]

タスクを排他的にロックしたユーザーの名前。
値： いいえ、はい
内部識別子： StTaskMilestone
タスクがマイルストーンを表すかどうかを示します。 MS Project では、マイルスト
ーンの定義は時間の長さがゼロのタスクです。 マイルストーンは、時間の長さが
割り当てられた 1 つまたは複数のタスクの見出しとして機能します。

[変更者]

アプリケーションのタスクには [マイルストーン] チェック ボックスがあります。 タ
スクに作業が割り当てられると、そのタスクはマイルストーンではなくなります。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： ModifiedUserID

[変更日時]

タスクを最後に変更したユーザーの名前。
値： 日付/時刻
内部識別子： ModifiedTime

[MS Project ファイル名]（詳細）

タスクが最後に変更された日時。
値： テキスト
内部識別子： StTaskMSProjectFileName

[MS タスク GUID]（詳細）

タスクのエクスポート元であった MS Project ファイルの名前。
値： テキスト
内部識別子： StTaskGUID

[MS タスク一意の ID]（詳細）

MS Project におけるタスクの GUID。
値： 数値
内部識別子： StTaskUniqueID

[MS WBS コード]（詳細）

MS Project におけるタスクの一意の ID。
値： テキスト
内部識別子： StTaskWBSCode

[自分でかけたロック]

タスクの WBS コード。このフィールドは MS Project の設定項目に基づくもので
す。
値： 自分が排他的にロック、自分が非排他的にロック、他のユーザーがロッ
ク
内部識別子： MyLock
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[注意点]

現在のユーザーがタスクをロックしたかどうか、またロックした場合にそのロック
が排他的かどうかを示します。 これは、クライアント計算フィールドです。
値： いいえ、はい
内部識別子： StTaskNeedsAttention

[新規リビジョンのコメント]（詳細）

注意点 のチェック ボックスが選択されていることを示します。
値： テキスト
内部識別子： NewRevisionComment

[非排他的ロックをかけたユーザー]

内部的のみに使用されます。 クライアントは、アイテムの更新プロセスの間にこ
の値を使用します。 上部ペインに追加した場合、このフィールドは常に空として
表示されます。 これは、クライアント計算フィールドです。
値： テキスト
内部識別子： NonExclusiveLockers

[メモ]

タスクを非排他的にロックしたユーザーの名前。
値： テキスト
内部識別子： StTaskNotes

[オブジェクト ID]

[注意点] フィールドに付随するメモのテキスト。
値： 数値
内部識別子： ID

[親タスク ID]（詳細）

タスクがビューに追加されるとき、各タスクにオブジェクト ID が割り当てられま
す。
値： 数値
内部識別子： StTaskParentID

[完成度 (%)]

親ビュー内のタスクのオブジェクト ID。 このビューが親ビューを持たない場合、
[親 ID] は -1 です。
値： 数値
内部識別子： StTaskPercentComplete

[優先度]

どの程度のタスクが完了したかを示す比率（%）。
値： 指定しない、高、より高い、最高、低、より低い、最低、中、非常に
高い、非常に低い
内部識別子： StTaskPriority

[読み取り専用]（詳細）

タスクに付与される優先度を示します。 これらの優先度は、Microsoft Project に
おける優先度と同じものです。
値： いいえ、はい
内部識別子： ReadOnly

[読み取りステータス]

タスクの構成が（ビューのロールバック構成と同様に）読み取り専用であるかどう
かを示します。
値： 既読、未読
内部識別子： ReadStatus

タスクが既読または未読のどちらとして認識されるかを示します。 これは、クライ
アント計算フィールドです。
[読み取りステータス ユーザー リスト] 値： バイト配列。16 進形式の連続した数値を角括弧で囲んだ形で表示されま
す。 たとえば、[14 00 00 00] は特定のユーザーを示します。
内部識別子： ReadStatusUserList
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[リソース数]

クエリでは使用できません。 特定のアイテムのステータスが 未読 であるユーザ
ーを識別します。
値： 数値
内部識別子： StTaskResourceCount

[リソース ID]（詳細）

タスクに対してリソースとして登録されたユーザーの数。
値： バイト配列。16 進形式の連続した数値を角括弧で囲んだ形で表示されま
す。 たとえば、[14 00 00 00] は特定のユーザーを示します。
内部識別子： StTaskResourceIDs

[リソース名]

クエリでは使用できません。 このタスクのリソースであるユーザーに割り当てら
れる ID 番号。
値： スペースで区切られた連続するユーザー名で構成されるテキスト。
内部識別子： StTaskResourceNames

[担当者]

このタスクのリソースであるユーザーの名前。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： StTaskResponsibility

[リビジョン フラグ]（詳細）

タスクに対して現時点で責任を持つユーザーの名前。
値： 0
内部識別子： RevisionFlags

[共有状態]

内部的のみに使用されます。
値： 派生共有、未共有、ルート共有
内部識別子： ShareState

[簡単なコメント]

このアイテムが共有されるかどうかを示します。 「未共有」はアイテムが共有され
ないことを意味します。 「ルート共有」は、アイテムが共有され、このアイテムが
元の参照（ルート参照）であることを意味します。 「派生共有」は、このアイテムは
共有されるが、元の参照（ルート参照）ではないことを意味します。
値： テキスト
内部識別子： ShortComment

[ステータス（Status）]

タスクのプロパティを変更する理由として入力されたコメントの最初の 2000 文字
を格納します。 その文字数を超えるコメントは [コメント] フィールドに格納されま
す。
値： 完了、終了、中断、実行中、保留、開始可能
内部識別子： STTaskStatus

[タスク期間]

タスクのステータスを示します。
値： 数値
内部識別子： STTaskDuration

[タスク名]

任意のユーザーがタスクに対して作業する時間数。 たとえば、2 名のユーザー
がタスクに対してそれぞれ 8 時間作業するとして、タスク期間は両者が同時に作
業する場合は 8 時間となり、両者が違う日に作業する場合は最大で 16 時間と
なります。
値： テキスト
内部識別子： STTaskName

[タスク番号]

タスクの名前。
値： 数値
内部識別子： StTaskNumber
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[タスク開始点]

タスクに割り当てられる ID 番号。 たとえば、[オブジェクト ID] が 0 の場合、タス
ク番号は 1 です。
値： MSProject、StarTeam
内部識別子： STTaskOrigin

[タスク タイプ]

タスクがアプリケーションで作成されたのか、それとも Microsoft Project からア
プリケーションにエクスポートされたのかを示します。
値： 固定期間、固定単位、固定作業
内部識別子： StTaskType

[バージョン]（詳細）

MS Project におけるタスクのタイプ。
値： 数値
内部識別子： RevisionNumber

[作業記録数]

分岐リビジョン番号の末尾の数字。 たとえば、分岐リビジョン番号が 1.2 の場
合、バージョンは 2 です。
値： 数値
内部識別子： WorkRecCount
現時点でタスクに追加されている作業記録の数。

関連参照
フィールド
ファイル フィールド
変更要求フィールド
要件フィールド
トピック フィールド
フォルダ フィールド
監査フィールド
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トピック フィールド
ここでは、すべてのトピック フィールドをアルファベット順で示します。
注: クライアント計算フィールドは、カスタム電子メール通知や Notification Agent では使用できません。 レポートでは、ど
のフィールド名でも使用できます。
フィールド

説明

[自分宛か?]

値： いいえ、はい
内部識別子： AmIRecipient?

[添付ファイル数]

ログオンしているユーザーがトピックの受信者かどうかを示します。 これは、クラ
イアント計算フィールドです。
値： 数値
内部識別子： AttachmentCount

[添付ファイル ID]（詳細）

トピックに添付されたファイルの数。
値： バイト配列。16 進形式の連続した数値を角括弧で囲んだ形で表示されま
す。 たとえば、[00 00 00 00 02 00 00 00] は 2 つの特定の添付ファイルを示
します。
内部識別子： AttachmentIDs

[添付ファイル名]

クエリでは使用できません。 添付ファイルに割り当てられる ID 番号。 たとえば、
プロジェクト内部の最初の添付ファイルは「00 00 00 00」です。
値： スペースで区切られた連続するファイル名で構成されるテキスト
内部識別子： AttachmentNames

[子の数]

トピックに添付されたファイルの名前。
値： 数値
内部識別子： ChildrenCount

コメント

このトピックの子であるレスポンスの数。 これは、クライアント計算フィールドで
す。
値： テキスト
内部識別子： Comment

[コメント ID]（詳細）

簡単なコメント フィールドには、トピックのプロパティの変更理由として入力したコ
メントの最初の 2000 文字が格納されます。 この コメント フィールドには、その
2000 文字に加えて、その続きのテキストが格納されます。 トピックのプロパティ
を変更すると、アプリケーションによって新しいリビジョンが作成されます。 注： リ
ンクのコメントを含むためには、HTML レポートにおいて [コメント] フィールドを使
用すると便利です。
値： 数値
内部識別子： CommentID

[構成日時]

リビジョン コメントに割り当てられる ID 番号。 リビジョン コメントが未入力の場合
は「-1」を表示します。
値： 日付/時刻
内部識別子： ConfigurationTime
それに向けてトピックが構成される日時を示します。 特定の日時に向けてトピッ
クを構成する場合、このフィールドの内容はその日時になります。 ラベルまたは
プロモーション日時に向けてトピックを構成する場合、このフィールドはラベルが
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[内容]

作成された日時、またはプロモーション状態と関連付けられたラベルが作成され
た日時のどちらかを示します。
値： テキスト
内部識別子： Description

[作成者]

トピックのテキスト。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： CreatedUserID

[作成日時]

ビュー内の最初のリビジョンを作成したユーザーの名前。 これは、トピックを開始
したユーザーです。
値： 日付/時刻
内部識別子： CreatedTime

[削除者]

ビュー内の最初のリビジョンが作成された日時。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： DeletedUserID

[削除日時]

トピックを削除したユーザーの名前。 削除されたアイテムはリストに表示されな
いため、ユーザーはこの情報を知ることができません。 内部的のみに使用され
ます。
値： 日付/時刻
内部識別子： DeletedTime

ドット記法

トピックが削除された日時。 削除されたアイテムはリストに表示されないため、ユ
ーザーはこの情報を知ることができません。 内部的のみに使用されます。
値： テキスト
内部識別子： DotNotation

[最終変更日時]（詳細）

「1.2」のような分岐リビジョン番号。
値： 日付/時刻
内部識別子： EndModifiedTime

[フラグ]

リビジョンがチップ リビジョンでなくなった日時。 このフィールドは上部ペインに表
示できますが、その値は常に空白です。 これは、どのような構成日時においても
アイテムはチップ リビジョンのままであるからです。
値： いいえ、はい
内部識別子： Flag

[フラグ ユーザー リスト]（詳細）

ワークステーション上の上部ペイン内で、フラグはトピックやレスポンスに明確に
目印を付けます（ブックマークします）。 これは、クライアント計算フィールドです。
値： バイト配列。16 進形式の連続した数値を角括弧で囲んだ形で表示されま
す。 たとえば、[14 00 00 00] は特定のユーザーを示します。
内部識別子： FlagUserList

フォルダのパス

クエリでは使用できません。 特定のアイテムにフラグを設定したユーザーを識別
します。
値： テキスト
内部識別子： Folder Path（スペースを含む）

[アイテム削除者]

トピックを格納するフォルダのパス。 これは、クライアント計算フィールドです。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： ItemDeletedUserID
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[アイテム削除日時]

このアイテムを削除したユーザーの名前。 削除されたアイテムはリストに表示さ
れないため、ユーザーはこの情報を知ることができません。 内部的のみに使用
されます。
値： 日付/時刻
内部識別子： ItemDeltedTime

[ロックしたユーザー]

アイテムが削除された日時。 削除されたアイテムはリストに表示されないため、
ユーザーはこの情報を知ることができません。 内部的のみに使用されます。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： ExclusiveLocker

[変更者]

トピックを排他的にロックしたユーザーの名前。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： ModifiedUserID

Modified Time

トピックを最後に変更したユーザーの名前。
値： 日付/時刻
内部識別子： ModifiedTime

[自分でかけたロック]

トピックが最後に変更された日時。
値： 自分が排他的にロック、自分が非排他的にロック、他のユーザーがロッ
ク
内部識別子： My Lock（スペースを含む）

[新規リビジョンのコメント]（詳細）

現在のユーザーがトピックをロックしたかどうか、またロックした場合にそのロック
が排他的かどうかを示します。 これは、クライアント計算フィールドです。
値： テキスト
内部識別子： NewRevisionComment

[非排他的ロックをかけたユーザー]

内部的のみに使用されます。 クライアントは、アイテムの更新プロセスの間にこ
の値を使用します。 上部ペインに追加した場合、このフィールドは常に空として
表示されます。 これは、クライアント計算フィールドです。
値： テキスト
内部識別子： NonExclusiveLockers

[オブジェクト ID]

トピックを非排他的にロックしたユーザーの名前。
値： 数値
内部識別子： ID

[親トピック ID]（詳細）

トピックがビューに追加されるとき、各トピックにオブジェクト ID が割り当てられま
す。
値： 数値
内部識別子： ParentTopicID

[優先度]

親ビュー内のトピックのオブジェクト ID。 このビューが親ビューを持たない場合、
[親 ID] は -1 です。
値： 高、低、普通
内部識別子： Priority

[読み取り専用]（詳細）

優先度 フィールドの値。 リポジトリのカスタマイズを使用して、これらの値の名前
を変更したり、その他の値を組み込むことができます。
値： いいえ、はい
内部識別子： ReadOnly
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[読み取りステータス]

トピックの構成が（ビューのロール バック構成と同様に）読み取り専用であるかど
うかを示します。
値： 既読、未読
内部識別子： ReadStatus

トピックが既読または未読のどちらとして認識されるかを示します。 これは、クラ
イアント計算フィールドです。
[読み取りステータス ユーザー リスト] 値： バイト配列。16 進形式の連続した数値を角括弧で囲んだ形で表示されま
す。 たとえば、[14 00 00 00] は特定のユーザーを示します。
内部識別子： ReadStatusUserList

[受信者数]

クエリでは使用できません。 特定のアイテムのステータスが 未読 であるユーザ
ーを識別します。
値： 数値
内部識別子： RecipientCount

[受信者 ID]

トピックが配信される受信者の数。
値： バイト配列。16 進形式の連続した数値を角括弧で囲んだ形で表示されま
す。 たとえば、[14 00 00 00] は特定のユーザーを示します。
内部識別子： RecipientIDs

[受信者名]

クエリでは使用できません。 受信者であるユーザー（このトピックについての通
知を受ける人）に割り当てられる ID 番号。
値： スペースで区切られた連続するユーザー名で構成されるテキスト。
内部識別子： RecipientNames

[リビジョン フラグ]（詳細）

このトピックについての通知を受けるために指定された受信者の名前。
値： 0
内部識別子： RevisionFlags

[共有状態]

内部的のみに使用されます。
値： 派生共有、未共有、ルート共有
内部識別子： ShareState

[簡単なコメント]

このアイテムが共有されるかどうかを示します。「未共有」はアイテムが共有され
ないことを意味します。 「ルート共有」は、アイテムが共有され、このアイテムが
元の参照（ルート参照）であることを意味します。 「派生共有」は、このアイテムは
共有されるが、元の参照（ルート参照）ではないことを意味します。
値： テキスト
内部識別子： ShortComment

[ステータス]

トピックのプロパティを変更する理由として入力されたコメントの最初の 2000 文
字を格納します。 それ以降のテキストは [コメント] フィールドに格納されます。
値： アクティブ、非アクティブ
内部識別子： Status

[タイトル]

このトピックのステータスを示します。
値： テキスト
内部識別子： Title

[トピック番号]

タイトル フィールドのテキスト。
値： 数値
内部識別子： TopicNumber
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[タイプ]

トピックに割り当てられる ID 番号。 たとえば、[オブジェクト ID] が 0 の場合、トピ
ック番号は 1 です。
値： レスポンス、トピック
内部識別子： Type

[バージョン]（詳細）

アイテムがトピック（トピック ツリーのルート）またはレスポンス（トピック ツリーの
分岐）のどちらであるかを示します。 これは、クライアント計算フィールドです。
値： 数値
内部識別子： RevisionNumber
分岐リビジョン番号の末尾の数字。 たとえば、分岐リビジョン番号が 1.2 の場
合、バージョンは 2 です。

関連参照
フィールド
ファイル フィールド
変更要求フィールド
要件フィールド
タスク フィールド
フォルダ フィールド
監査フィールド
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フォルダ フィールド
ここでは、すべてのフォルダ フィールドをアルファベット順で示します。
注: クライアント計算フィールドは、カスタム電子メール通知や Notification Agent では使用できません。 レポートでは、ど
のフィールド名でも使用できます。
フィールド

説明

[変更時に分岐]（詳細）

値： いいえ、はい
内部識別子： BranchOnChange
フォルダが変更されたときに、そのフォルダが分岐するかどうかを示します。
フォルダの動作が 変更時に分岐 に設定されていない場合、値は「いいえ」です。
この理由としては以下のものが考えられます。
- フォルダがルート ビューまたは参照ビューにあり、変更時に分岐 機能が無効に
されている。
- フォルダは分岐ビューにあるが、変更の結果として既に分岐しており、その結果
として 変更時に分岐 機能が無効になっている。
- フォルダは分岐ビューにあるが、その動作が現時点では、変更時のファイルの分
岐を許可していない。 これは、変更が親ビューにチェックインされることを意味しま
す。

[分岐状態]（詳細）

注： 値が「いいえ」の場合、分岐状態 の値は「いいえ」を説明します。
値： 分岐、非分岐、ルート
内部識別子： BranchState
フォルダが子ビュー内で分岐しているか、まだ分岐していない（したがって、親ビュ
ーの一部である）か、または自らが位置しているビュー内で作成されたのかを示し
ます。
「分岐」および「非分岐」の値は、分岐ビュー内のフォルダに当てはまります。 「ルー
ト」の値は、フォルダが現在位置しているビュー内で作成されたフォルダに当ては
まります。

[コメント]

ビューが参照ビューである場合、この状態は参照ビューの親にあるフォルダの状態
を反映します。
値： テキスト
内部識別子： Comment

[コメント ID]（詳細）

フォルダのプロパティまたは内容の変更理由として入力されたコメントの最初の
2000 文字は、簡単なコメント フィールドに格納されます。 コメント フィールドには、
その 2000 文字に加えて、続きのテキストが格納されます。 フォルダのプロパティ
を変更すると、アプリケーションによって新しいリビジョンが作成されます。 注： リン
クのコメントを含むためには、HTML レポートにおいて [コメント] フィールドを使用す
ると便利です。
値： 数値
内部識別子： CommentID

[構成日時]

リビジョン コメントに割り当てられる ID 番号。 リビジョン コメントが未入力の場合は
「-1」を表示します。
値： 日付/時刻
内部識別子： ConfigurationTime
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[作成者]

それに向けてフォルダが構成される日時を示します。 特定の日時に向けてフォル
ダを構成する場合、このフィールドの内容はその日時になります。 ラベルまたはプ
ロモーション日時に向けてフォルダを構成する場合、このフィールドはラベルが作
成された日時、またはプロモーション状態と関連付けられたラベルが作成された日
時のどちらかを示します。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： CreatedUserID

[作成日時]

ビュー内の最初のリビジョンを作成したユーザーの名前。 これは、プロジェクトにフ
ォルダを追加したユーザー、または分岐したリビジョンにチェックインしたユーザー
のどちらかです。
値： 日付/時刻
内部識別子： CreatedTime

[プロジェクトの作成]

ビュー内の最初のリビジョンが作成された日時。
値：

[削除者]

内部識別子： CreatingProject
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： DeletedUserID

[削除日時]

フォルダを削除したユーザーの名前。 削除されたフォルダはリストに表示されない
ため、ユーザーはこの情報を知ることができません。 内部的のみに使用されま
す。
値： 日付/時刻
内部識別子： DeletedTime

[説明]

フォルダが削除された日時。 削除されたフォルダはリストに表示されないため、ユ
ーザーはこの情報を知ることができません。 内部的のみに使用されます。
値： テキスト
内部識別子： Description

[ドット記法]

フォルダがビューに追加されたときに、ファイルに対して入力された説明。その説明
に後から加えられるすべての編集内容もこれに含まれます。
値： テキスト
内部識別子： DotNotation

[ドット記法 ID]（詳細）

「1.2.1.0」のような分岐リビジョン番号。
値： 数値
内部識別子： DotNotationID

[最終変更日時]（詳細）

特定の分岐リビジョン番号に割り当てられる ID。 たとえば、フォルダが現在のビュ
ーによって継承されたのではなく現在のビューに追加された場合、その分岐リビジ
ョン番号は 1.x であり、その分岐リビジョン ID は 0 です。 フォルダが現在のビュー
内で分岐した場合、その分岐リビジョン ID は、親ビュー内でのリビジョン番号と、現
在のビュー内で既に割り当てられている ID の数によって決まります。 たとえば、親
ビュー内でのフォルダのリビジョン番号が分岐の時点で 1.7 であり、それと同じ親
リビジョン番号を持つ別のフォルダに「6」という分岐リビジョン ID が与えられた場
合、このフォルダにも分岐リビジョン ID「6」が与えられます。
値： 日付/時刻
内部識別子： EndModifiedTime
リビジョンがチップ リビジョンでなくなった日時。 このフィールドは上部ペインに表示
できますが、その値は常に空白です。 これは、どのような構成日時においてもアイ
テムはチップ リビジョンのままであるからです。
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[除外フラグ]

値： 継承およびローカルの除外リスト、ローカル除外リスト、除外リストなし
内部識別子： ExcludeFlags

[除外の指定]

フォルダから除外されるファイルの種類を指定するフラグ。
値： テキスト
内部識別子： ExcludeSpec

[フォルダ パス]

ファイルの指定（標準ワイルド カード * および ? を使用）。カンマ、スペース、また
はセミコロンで区切ります。 カンマ、空白、またはセミコロンをファイル指定の一部
に使用する場合は、二重引用符で指定を囲みます。
値： テキスト
内部識別子： Folder Path（スペースを含む）

[アクションを上書きしますか?]

フォルダのパス。 これは作業フォルダのパスではありません。
値： いいえ、はい

[ローカル パス]

内部識別子： Is Action Overidden?（スペースを含む）
値： テキスト
内部識別子： Local Path（スペースを含む）

[ロックしたユーザー]

フォルダへのローカル パス。 これは作業フォルダのパスです。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： ExclusiveLocker

[変更者]

フォルダを排他的にロックしたユーザーの名前。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： ModifiedUserID

[変更日時]

フォルダを最後に変更したユーザーの名前。
値： 日付/時刻
内部識別子： ModifiedTime

[Name（名前）]

フォルダが最後に変更された日時。 フォルダはチェックインされているか、そのプ
ロパティが変更された可能性があります。 これは作業フォルダとは無関係です。
作業フォルダが最後に変更された日時については、Local Time Stamp を使用しま
す。
値： テキスト
内部識別子： Name

フォルダの名前を表示します。
[非排他的ロックをかけたユーザー] 値： テキスト
内部識別子： NonExclusiveLockers
[オブジェクト ID]

フォルダを非排他的にロックしたユーザーの名前。
値： 数値
内部識別子： ID

[親の分岐リビジョン]（詳細）

フォルダがビューに追加されるとき、各タスクにオブジェクト ID が割り当てられま
す。 フォルダが子ビューから分岐するとき、フォルダには別のオブジェクト ID が割
り当てられます。 元の ID は親ビュー内のフォルダに属します。
値： 数値
内部識別子： ParentRevision
フォルダが分岐する前の分岐リビジョン番号の末尾桁の数字。 たとえば、この数字
が 7 である場合、フォルダが分岐した時点での分岐リビジョンは 1.7 であったこと
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[親 ID]（詳細）

になります（フォルダの履歴には 1.7.1.0 と記録されます）。 フォルダが親ビュー
から継承されたものでない場合、この数値は -1 です。
値： 数値
内部識別子： ParentID

[親のリビジョン]（詳細）

親ビュー内のフォルダのオブジェクト ID。 このビューが親ビューを持たない場合、
[親 ID] は -1 です。
値：
内部識別子： PathRevision

[読み取り専用]（詳細）

フォルダが分岐したリビジョン番号。 たとえば、この番号が 8 である場合、フォルダ
が分岐した時点で、親ビュー内でのこのフォルダのリビジョン番号は 8 であったこ
とになります。 履歴では、リビジョン 9 が現在のビュー内の最初のリビジョンとして
表示されます。 このフォルダが親ビューから継承されたものでない場合、この数値
は 0 です。
値： いいえ、はい
内部識別子： ReadOnly

[リビジョン フラグ]（詳細）

フォルダの構成が（ビューのロール バック構成と同様に）読み取り専用かどうか、
またその動作が変更時のファイル分岐を許可しないかどうかを示します。 読み取
り専用の構成（アプリケーションの問題）と、読み取り専用のフォルダ（オペレーティ
ング システムの問題）を混同しないでください。 読み取り専用のフォルダは、編集
してディスクに保存することはできません。 その構成が読み取り専用であるフォル
ダは、編集してディスクに保存することが可能です。単にチェックインができないだ
けです。
値： 0
内部識別子： RevisionFlags

[ルート オブジェクト ID]（詳細）

内部的のみに使用されます。
値： 数値
内部識別子： RootObjectID

[共有状態]

フォルダの最も古い祖先のオブジェクト ID。 たとえば、フォルダが親ビューから継
承されたものでない場合、ルート オブジェクト ID はそのオブジェクト ID と同じで
す。 フォルダが親ビューから継承された場合、ルート オブジェクト ID は [親 ID]、ま
たは親の [親 ID] です。
値： 派生共有、未共有、ルート共有
内部識別子： ShareState

[簡単なコメント]

このアイテムが共有されるかどうかを示します。 「未共有」はアイテムが共有されな
いことを意味します。 「ルート共有」は、アイテムが共有され、このアイテムが元の
参照（ルート参照）であることを意味します。 「派生共有」は、このアイテムは共有さ
れるが、元の参照（ルート参照）ではないことを意味します。
値： テキスト
内部識別子： ShortComment

[ステータス（status）]

フォルダのプロパティまたは内容を変更する理由として入力されたコメントの最初
の 2000 文字を格納します。 それ以降のテキストは [コメント] フィールドに格納さ
れます。
値： 最新、マージ、作業ファイルなし、変更済み、ビュー外、古いリビジョン、
不明
内部識別子： Status
作業フォルダにあるフォルダのコピーと、リポジトリにあるチップ リビジョンの間の
関係を示します。
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[バージョン]（詳細）

値： 数値
内部識別子： RevisionNumber

[ビュー]

分岐リビジョン番号の末尾の数字。 たとえば、分岐リビジョン番号が 1.3.1.2 の場
合、バージョンは 2 です。
値： ビューのリスト、<なし>
内部識別子： ViewID

[作業フォルダ]

アイテムが最後に分岐したビューの名前。 たとえば、フォルダが親ビューから継承
されるが子ビュー内で分岐する場合、分岐したリビジョンおよび子ビュー内の後続
リビジョンに関して、子ビューにおけるこのフィールドの値は親ビューの名前から子
ビューの名前に変化します。
値： 数値
内部識別子： WorkingFolder
作業フォルダの名前。

関連参照
フィールド
ファイル フィールド
変更要求フィールド
要件フィールド
タスク フィールド
トピック フィールド
監査フィールド
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監査フィールド
ここでは、すべての監査フィールドをアルファベット順で示します。
フィールド

説明

[クラス名 1]

値： テキスト
内部識別子： Class Name 1（スペースを含む）

[クラス名 2]

アイテムのクラスの名前。ラベル、プロモーション状態、フォルダ、ファイル、変更
要求、トピック、タスクなど。
値： テキスト
内部識別子： Class Name 2（スペースを含む）

[クラス名 3]

アイテムのクラスの名前。フォルダ、ファイル、変更要求、ラベル、トピック、タス
クなど。
値： テキスト
内部識別子： Class Name 3（スペースを含む）

[作成者]

アイテムのクラスの名前。フォルダ、ファイル、変更要求、ラベル、トピック、タス
クなど。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： CreatedUserID

[作成日時]

監査エントリはシステムによって作成されるので、このフィールドは常に空です。
値： 日付/時刻
内部識別子： CreatedTime

[削除者]

このエントリが作成された日時。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： DeletedUserID

[削除日時]

監査エントリを削除したユーザーの名前。 削除されたエントリはリストに表示さ
れないため、ユーザーはこの情報を知ることができません。
値： 日付/時刻
内部識別子： DeletedTime

[イベント]

監査エントリが削除された日時。 削除されたエントリはリストに表示されないた
め、ユーザーはこの情報を知ることができません。
値： 追加、分岐、コメント編集、作成、削除、編集、アイテム上書き、ラ
ベル添付、ラベル作成、ラベル削除、ラベル添付解除、ラベル凍結、ラベ
ル変更、ラベル移動、ラベル凍結解除、ロック強制解除、ロック、変更、
元の場所から移動、別の場所へ移動、プロモーション モデル変更、プロ
モーション状態変更、共有、ロック解除、データ保管庫を変換
内部識別子： EventID

[フォルダ]

記録中の操作の名前。
値： テキスト
内部識別子： Folder

[フォルダ パス]

監査エントリを格納するフォルダの名前。
値： テキスト
内部識別子： Folder Path（スペースを含む）
監査エントリを格納するフォルダのパス。
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[フォルダ VMID]（詳細）

値： 数値
内部識別子： FolderVMID

[アイテム 1]

アイテムを格納するフォルダに割り当てられる ID。
値： テキスト
内部識別子： Item 1（スペースを含む）

[アイテム 1 の情報]

どのクラス 1 アイテムが監査対象の操作を受け付けたかを示します。 とりうる
値は、ファイルまたはタスクの名前、変更要求または要件の数、あるいはトピッ
クのタイトルです。
値： テキスト
内部識別子： Info

[アイテム 2]

クラス 1 アイテムでリビジョンが有効な場合に、そのアイテムに対してリビジョン
番号をドット記法で示します。 たとえば、ラベルはクラス 1 アイテムになることが
でき、リビジョンを持ちません。
値： テキスト
内部識別子： Item 2（スペースを含む）

[アイテム 2 の情報]

どのクラス 2 アイテムが監査対象の操作を受け付けたかを示します。 たとえ
ば、ラベルがファイルに添付された場合、クラス 1 アイテムはラベルであり、クラ
ス 2 アイテムはファイルです。
値： テキスト
内部識別子： Info2

[アイテム 3]

クラス 2 アイテムでリビジョンが有効な場合に、そのアイテムに対してリビジョン
番号をドット記法で示します。 たとえば、ラベルはクラス 2 アイテムになることが
でき、リビジョンを持ちません。
値： テキスト
内部識別子： Item 3（スペースを含む）

[アイテム 3 の情報]

どのクラス 3 アイテムが監査対象の操作を受け付けたかを示します。 たとえ
ば、ラベルがファイルのあるリビジョンから別のリビジョンに移動された場合、ク
ラス 1 アイテムはラベル、クラス 2 アイテムは当初のファイルのリビジョン、クラ
ス 3 アイテムはファイルの最終リビジョンです。
値： テキスト
内部識別子： Info3

[変更者]

クラス 3 アイテムでリビジョンが有効な場合に、そのアイテムに対してリビジョン
番号をドット記法で示します。 たとえば、ラベルはクラス 1 アイテムになることが
でき、リビジョンを持ちません。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： ModifiedUserID

[変更日時]

監査エントリには適用されません。
値： 日付/時刻
内部識別子： ModifiedTime

[オブジェクト ID]

監査エントリには適用されません。
値： 数値
内部識別子： ID

[プロジェクト]

監査エントリがビューに追加されるとき、各エントリにオブジェクト ID が割り当て
られます。
値： このサーバー構成内のプロジェクトのリスト、なし
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内部識別子： ProjectID
[ターゲット 1 のクラス ID]（詳細）

その中で監査エントリが記録されたプロジェクトの名前。
値： 数値
内部識別子： Target 1 Class ID（スペースを含む）

クラス 1 アイテムに割り当てられる ID 番号。ID がない場合は -1。
[ターゲット 1 のオブジェクト ID]（詳細） 値： 数値
内部識別子： Target 1 Object ID（スペースを含む）

[ターゲット 1 のリビジョン日時]

監査対象の操作を受け付けたクラス 1 アイテムに対するオブジェクト ID。ID が
ない場合は -1。
値： 日付/時刻
内部識別子： Target 1 Revision Time（スペースを含む）

[ターゲット 2 のクラス ID]（詳細）

監査操作を受け付けたクラス 1 アイテムに対して最後のリビジョンが行われた
日時。
値： 数値
内部識別子： Target 2 Class ID（スペースを含む）

クラス 2 アイテムに割り当てられる ID 番号。ID がない場合は -1。
[ターゲット 2 のオブジェクト ID]（詳細） 値： 数値
内部識別子： Target 2 Object ID（スペースを含む）

[ターゲット 2 のリビジョン日時]

監査対象の操作を受け付けたクラス 2 アイテムに対するオブジェクト ID。ID が
ない場合は -1。
値： 数値
内部識別子： Target 2 Revision Time（スペースを含む）

[ターゲット 3 のクラス ID]（詳細）

監査操作を受け付けたクラス 2 アイテムに対して最後のリビジョンが行われた
日時。
値： 数値
内部識別子： Target 3 Class ID（スペースを含む）

クラス 3 アイテムに割り当てられる ID 番号。ID がない場合は -1。
[ターゲット 3 のオブジェクト ID]（詳細） 値： 数値
内部識別子： Target 3 Object ID（スペースを含む）

[ターゲット 3 のリビジョン日時]

監査対象の操作を受け付けたクラス 3 アイテムに対するオブジェクト ID。ID が
ない場合は -1。
値： 日付/時刻
内部識別子： Target 3 Revision Time（スペースを含む）

[Transaction ID]（詳細）

監査操作を受け付けたクラス 3 アイテムに対して最後のリビジョンが行われた
日時。
値： 数値
内部識別子： TransactionID

[ユーザー]

監査レコードにより表される更新を含むデータベース トランザクションを一意に
特定します （データベース トランザクションには複数の更新が含まれていること
があります）。 データベースが StarTeam リリースにアップグレードされる前に作
成された監査レコードに Transaction ID が記録されている場合、Transaction
ID は -1 になっていることに注意してください。
値： ユーザーのリスト、<なし>
内部識別子： UserID
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[ビュー]

記録された操作を実行したユーザーの名前。
値： ビューのリスト、<なし>
内部識別子： ViewID
その中で監査エントリが記録されたビューの名前。

関連参照
フィールド
ファイル フィールド
変更要求フィールド
要件フィールド
タスク フィールド
トピック フィールド
フォルダ フィールド
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クエリで使用する関係演算子
クエリ内で条件を定義するために使用できる関係演算子は、次のフィールドの種類によって異なります。

♦ テキスト フィールド
♦ ブーリアン、列挙型、数値のフィールド
♦ 日時フィールド

テキスト フィールドに使用する関係演算子
テキスト フィールドに使用できる関係演算子は次のとおりです。
が右の値と等しい
が右の値と等しくない
が右の文字列を含む（大文字/小文字の区別なし）
が右の文字列を含む（大文字/小文字を区別）
が右の文字列で始まる（大文字/小文字の区別なし）
が右の文字列で始まる（大文字/小文字を区別）
が右の文字列で終わる（大文字/小文字の区別なし）
が右の文字列で終わる（大文字/小文字を区別）

ブーリアン、列挙型、数値のフィールドに使用する関係演算子
ブーリアン（真偽値）、列挙型、および数値のフィールドに使用できる関係演算子には、次のとおりです。
が右の値未満である
が右の値以下である
が右の値と等しい
が右の値以上である
が右の値より大きい
が右の値と等しくない

日時フィールドに使用する関係演算子
日時フィールドに使用できる関係演算子を次のとおりです。
日時フィールドの日付と時刻部分を比較する関係演算子は次のとおりです。
が右の日時より前である
が右の日時以前である
が右の日時と等しい
が右の日時以降である
が右の日時より後である
が右の日時ではない
日時フィールドの日付部分のみ比較する関係演算子は次のとおりです。
が右の日付より前である
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が右の日付以前である
が右の日付と等しい
が右の日付以降である
が右の日付より後である
指定した日または週の数だけ過去にさかのぼった日から始まるすべての日付と一致する関係演算子は次のとおりです。
が過去（右の値）日以内である
が過去（右の値）日以内である
指定された日数または週数だけ過去にさかのぼった日を含めてそれ以前のすべての日付に一致する関係演算子は次の
とおりです。
が（右の値）日前より古い
が（右の値）日前より古い
注: 日付フィールドでは、StarTeam は空白をゼロとして扱います。 つまり、"日付なし" はどの特定の日付よりも前である
ことを意味します。 たとえば、ある特定の日付よりも前に対応完了した変更要求を検索するクエリを記述する場合、対
応完了日時 フィールドに日付がないすべての変更要求は、まだ対応完了していなくても結果に取り込まれます。 対応
完了日時 フィールドの内容が空白である変更要求を、そのようなクエリの結果から除くことは簡単にできます。 特定の
日付以前に対応完了される変更要求を検索する条件を、ゼロの日付よりも後に対応完了される変更要求を検索する
もう 1 つの条件と AND 結合します。
関連概念
クエリ
関連手順
データをクエリする
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ファイル ステータス
ここでは、ファイルのステータス、およびそれがチェックイン、チェックアウトにどのような影響を及ぼすのかを説明します。
このセクションの内容
ファイル ステータス
ファイルのステータスについて説明します。
チェックインとチェックアウトへのステータスの影響
次の表にファイル ステータスとチェックイン操作およびチェックアウト操作との関係をまとめます。
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ファイル ステータス
個々のファイルに対して実行できる操作は、そのファイルのステータスによって決まります。 チェックイン操作やチェックア
ウト操作が正常に完了すると、過去のリビジョンのチェックアウトやファイルを削除する場合を除き、作業ファイルのステー
タスが「最新」に更新されます。 以下の表に、すべてのステータス クラスを取り上げ、チェックインやチェックアウトに対する
それらの影響を示します。
ステータス（status） 説明

最新

ファイルのチップ リビジョンが作業フォルダ内にあることを示します。
チェックイン：リポジトリ内のファイル リビジョンには影響を与えません。
チェックアウト：ワークステーション上のファイル リビジョンには影響を与えません。

作業ファイルなし

ファイルが作業フォルダ内に存在しないことを示します。
チェックイン：実行できません。 ファイルのステータスが「作業ファイルなし」であれば、そのファイルは作業フォル
ダ内にないため、チェックインできません。
チェックアウト：ファイルが作業フォルダにコピーされます。 ファイルのステータスが「作業ファイルなし」の場合、そ
れを開こうとすると、チェックアウトするかどうか確認を求められます。 また、手動でチェックアウトすることもできま
す。

Merge（マージ）

作業フォルダ内のファイルは変更されているが、チップ（最新）リビジョンに基づいたものではないことを示しま
す。 このステータスが発生するのは通常、2 人のユーザーが 1 つのファイルを別々に編集し、一方のユーザーが
もう一方よりも先にチェックインした場合です。
チェックイン：強制チェックインを行わない限り、ファイル比較/マージが起動します。 テキスト ファイルの場合、フ
ァイル比較/マージによって、チップ リビジョンとの差分を調整することができます。 バイナリ ファイルの場合、フ
ァイルを作成したアプリケーションを使って作業バージョンとチップ リビジョンをマージできる場合があります。
チェックアウト：強制チェックアウトを行わないかぎり、実行できません。 作業フォルダ内のファイルに加えた変更
は失われます。

変更済み

作業ファイルが現在そのファイルのチップ リビジョンに基づいて変更された状態にあることを示します。
チェックイン：他のユーザーがファイルをロックしていない限り、ファイルをチェックインできます。
チェックアウト：強制チェックアウトを行わない限り、実行できません。 ファイルをチェックアウトすると、作業フォル
ダ内のファイルが上書きされるため、それまでの変更内容は失われます。

古いリビジョン

作業フォルダ内のファイルがそのファイルの古いリビジョンであることを示します。 最新リビジョンが必要であれ
ば、それをチェックアウトしなければなりません。
チェックイン：強制チェックインを行わない限り、実行できません。 「古いリビジョン」ファイルをチェックインすると、
そのファイルのチップ リビジョンにそれまで加えられた変更が、それよりも古いファイル リビジョンで上書きされま
す。
チェックアウト：「古いリビジョン」ファイルをチェックアウトすると、作業フォルダ内のファイルが「最新」になります。

ビュー外

ファイルが作業フォルダ内に存在するにもかかわらず、プロジェクト ビュー内に存在しないことを示します。
チェックイン：実行できません。 ステータスが「ビュー外」のファイルはチェックインできません。 ただし、ファイルの
追加 コマンドでそれらをプロジェクトに追加することができます。
チェックアウト：実行できません。 ステータスが「ビュー外」のファイルはプロジェクト ビュー内にないため、チェック
アウトできません。

不明

作業フォルダ内に存在するファイルの名前がビュー内のファイルと同じにもかかわらず、ビュー内のファイルがリ
ポジトリからチェックアウトされていないことを示します。 ファイルが別の場所からコピーされた可能性がありま
す。
チェックイン：強制チェックインを行わない限り、実行できません。 ファイル ステータスが「不明」の場合は、この操
作を行った場合の結果もまた不明です。ただし、作業フォルダ内のファイルがリポジトリ内のチップ リビジョンにな
ることだけは明らかです。 強制チェックインを行う前に、タイム スタンプではなく MD5 チェックサムを使用する [ス
テータスの更新...] を実行し、ファイルを識別してみてください（「ファイル オプションの設定」を参照）。 それでもま
だファイルを識別できなければ、作業フォルダ内のファイルと最新のチップ リビジョンを比較します。
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チェックアウト：作業フォルダ内のファイルとチップ リビジョンをマージした場合には、実行できます。 ただし、最初
のリビジョンがマージ ファイルの祖先ファイルとなるので、両ファイルの多くの部分が 競合する可能性がありま
す。 マージの代わりに、チェックアウトあるいはチェックインをすることも考えられます。 ファイルのステータスが不
明である場合、作業ディレクトリのファイルを上書きしない限り、チェックアウトを強制するとチェックアウト結果は
予想できないものになります。 強制チェックアウトを行う前に、MD5 チェックサムを使用する [ステータスの更新...]
を実行し、ファイルを識別してみてください。 それでもまだファイルを識別できなければ、作業フォルダ内のファイ
ルと最新のチップ リビジョンを比較します。

関連概念
一貫性のあるチェックインとチェックアウトの実行
関連手順
ファイルをチェックインする
ファイルをチェックアウトする
関連参照
チェックインとチェックアウトへのステータスの影響
ファイル オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
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チェックインとチェックアウトへのステータスの影響
ファイルのリビジョンはチェックアウト処理中にリポジトリから作業フォルダにコピーされます。 ファイルをチェックインする
と、リポジトリ内に新しいリビジョンが作成されます。 多くの場合、ファイルのステータスはチェックインまたはチェックアウト
処理に影響を与えます。
ステータス（status） チェックイン

チェックアウト

最新

影響なし

影響なし

Merge（マージ）

チェックインを強制した場合を除き、ファイル比較/マー このファイルをチェックアウトすると、変更結果が失われ
ジが起動します。
ます。

作業ファイルなし

「マージ」ステータスは、自分が最後にチェックアウトした
後で、他の誰かがそのファイルをチェックインしたことを
意味します。 自分の作業ファイルには、他の人が行っ
た変更は反映されていません。

リビジョンおよび Word などのアプリケーションを利用し
て作成した作業ファイルに対する変更が失われます。 こ
のファイルがテキスト ファイルの場合は、チェックイン操
作を試してください。

実行できません。

影響なし

ファイルのステータスが「作業ファイルなし」の場合は、 ファイルのステータスが「作業ファイルなし」の場合、それ
そのファイルが作業フォルダ内に存在しないのでチェッ を開こうとすると、チェックアウトするかどうか確認を求め
クインできません。
られます。 また、手動でチェックアウトすることもできま
す。
変更済み

影響なし

影響なし

他のユーザーがファイルをロックしていないかぎり、ファ 他のユーザーがファイルをロックしていないかぎり、ファ
イルをチェックインできます。
イルをチェックアウトできます。
ビュー外

実行できません。

実行できません。

ステータスが「ビュー外」のファイルはチェックインできま ステータスが「ビュー外」のファイルはリポジトリ内に存在
せんが、[ファイルの追加...] コマンドでそのファイルをプ しないので、チェックアウトできません。
ロジェクトに追加することはできます。
古いリビジョン

強制チェックインを行わない限り、実行できません。

影響なし

古いリビジョンのファイルをチェックインするということ
「古いリビジョン」ファイルをチェックアウトすると、作業フ
は、作業ファイルが古いリビジョンになって以降、そのフ ァイルが「最新」になります。
ァイルに加えた変更は、チップ リビジョンには含まれな
くなることを意味します。
不明

強制チェックインを行わない限り、実行できません。

作業ファイルとチップ リビジョンをマージした場合には、
実行できます。 ただし、マージの際に、非常に初期のリ
ステータスが「不明」のファイルをチェックアウトしても、
ビジョンを祖先ファイルとして使用すると、変更点や競合
ステータスは「不明」のままです。 作業ファイルがリポジ
が大量に出る可能性があります。 このような場合は、チ
トリ内のチップ リビジョンになります。 ファイルが識別で
ェックアウト（またはチェックイン）を強制した方が良いで
きるかどうか確認するには、MD5 チェックサムによる
しょう。
[ステータスの更新...] を使用します。
ステータスが「不明」のファイルをチェックアウトしても、ス
ステータスの更新がうまくいかない場合は、作業ファイ
テータスは「不明」のままです。 作業ファイルがリポジト
ルとチップ リビジョンを比較することもできます。
リ内のチップ リビジョンによって上書きされます。 ファイ
ルが識別できるかどうか確認するには、MD5 チェックサ
ムによる [ステータスの更新...] を使用します。
ステータスの更新がうまくいかない場合は、作業ファイル
とチップ リビジョンを比較することもできます。
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関連概念
一貫性のあるチェックインとチェックアウトの実行
関連手順
ファイルをチェックインする
ファイルをチェックアウトする
関連参照
ファイル ステータス
ファイル オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
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フィルタの参照トピック
このセクションでは、StarTeam で各コンポーネント用に準備されているデフォルト フィルタに関連する参照情報を提供しま
す。
このセクションの内容
ファイル フィルタ
ファイル コンポーネントで利用できるデフォルト フィルタを説明します。
変更要求フィルタ
変更要求コンポーネントで利用できるデフォルト フィルタを説明します。
要件フィルタ
要件コンポーネントで利用できるデフォルト フィルタを説明します。
フォルダ フィルタ
フォルダ コンポーネントで利用できるデフォルト フィルタを説明します。
タスク フィルタ
タスク コンポーネントで利用できるデフォルト フィルタを説明します。
トピック フィルタ
トピック コンポーネントで利用できるデフォルト フィルタを説明します。
監査フィルタ
監査コンポーネントで利用できるデフォルト フィルタを説明します。
ビュー比較/マージ セッションのフィルタ
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ファイル フィルタ
ファイル

フィルタ

フィルタ...

フィルタを利用すると、上部ペインに表示されるファイルのタイプや個数を限定できます。 左ペインのフォルダ階層から選択
したアイテムでフィルタのリストは決まります。さらに すべての子孫 をツールバーまたは ファイル メニューで選択したかど
うかも影響します。
StarTeam は、次に一覧表示する ファイル コンポーネント用にデフォルトのフィルタ セットが設定された状態で出荷されて
います。 フィルタのカスタマイズや新規フィルタの作成を行うことができます。
ヒント: ツールバーの フィルタ ドロップダウン リストボックスで定義したファイル フィルタを表示し、適用することもできま
す。
アイテム

説明

<All Files By Status>

同じステータスを持つファイルをグループにまとめます： 最新、作業ファイルなし、変更済み、マ
ージ、古いリビジョン、ビュー外、不明 があります。
<Flagged Items>
何らかの理由でフラグを付けられたファイル。 たとえば、フラグを使用して顧客要求へのフォロ
ーアップを忘れないようにすることもできます。 フラグの設定、確認、および削除は、そのフラグ
を作成したユーザーが行います。
All Non-Excluded Files アプリケーションのフォルダかその作業フォルダのどちらかに存在する非除外対象ファイルすべ
て。
Files In View
作業フォルダ内のファイルのうち、現在のプロジェクト ビューに存在するもの。
Files Not In View
作業フォルダ内のファイルのうち、現在のプロジェクト ビューに存在しないもの。 プロジェクトに
追加しないかぎり、それらのファイルの名前はプロジェクト内ファイルのリストには表示されませ
ん。
Files to Check In
チェックインの必要なすべてのビュー内ファイル。 ステータスは、変更済み、マージ、ビュー外
のいずれかです。
Files to Check Out
チェックアウトの必要なすべてのビュー内ファイル。 ステータスは、古いリビジョン、作業ファイル
なし、マージ のいずれかです。
注: StarTeam により Files To Check In フィルタか Files To Check Out フィルタのいずれかを適用すると、マージの必要な
ファイルが一覧表示されます。
関連概念
フィルタ
関連手順
データをフィルタリングする
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変更要求フィルタ
変更要求

フィルタ

フィルタ...

フィルタ ダイアログ ボックスで、変更要求リストに表示される変更要求のタイプや個数を限定できます。 左ペインのフォル
ダ階層から選択したアイテムでフィルタのリストは決まります。さらに すべての子孫 をツールバーまたは 変更要求 メニュ
ーで選択したかどうかも影響します。
StarTeam は、次に一覧表示する 変更要求 コンポーネント用にデフォルトのフィルタ セットが設定された状態で出荷されて
います。 フィルタのカスタマイズや新規フィルタの作成を行うことができます。
ヒント: ツールバーの フィルタ ドロップダウン リストボックスで定義した変更要求フィルタを表示し、適用することもできま
す。
アイテム

説明

<Show All>
すべての変更要求を表示します。
By Status & Responsibility 現在のステータスと、現在担当者となっているユーザーの設定に基づいて変更要求を分類
します。
Not a Priority
優先度が「なし」の変更要求だけを表示します。
Priority
優先度が「あり」の変更要求だけを表示します。
Show Unread Changes
未読である（または修正以後に読んでいない）変更要求だけを表示します。
Status = Closed
対応完了とされた変更要求だけを表示します。
Status = Deferred
先送りされた変更要求だけを表示します。
Status = Open
対応開始され、処理中である変更要求だけを表示します。
Status = Resolved
次のステータスのいずれかである変更要求をすべて表示します： 設計どおり、再現不能、
記録、解決、重複 があります。
Status = Verified
次のステータスのいずれかである変更要求をすべて表示します： 検証終了（設計どおり）、
検証終了（再現不能）、検証終了（記録）、検証終了（解決）、検証終了（重複） があります。
Type = Defect
タイプが 障害 である変更要求だけを表示します。
Type = Suggestion
タイプが 提案 である変更要求だけを表示します。
関連概念
フィルタ
関連手順
データをフィルタリングする
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要件フィルタ
要件

フィルタ

フィルタ...

フィルタを使用することで、上部ペインに表示される要件のタイプや個数を限定できます。 左ペインのフォルダ階層から選
択したアイテムでフィルタのリストは決まります。さらに すべての子孫 をツールバーまたは 要件 メニューで選択したかどう
かも影響します。
StarTeam は、次に一覧表示する 要件 コンポーネント用にデフォルトのフィルタ セットが設定された状態で出荷されていま
す。 フィルタのカスタマイズや新規フィルタの作成を行うことができます。
ヒント: ツールバーの フィルタ ドロップダウン リストボックスで定義済み要件フィルタを表示し、適用することもできます。
アイテム

説明

<Show All>
Flagged Items
Grouped by Creator
Grouped by Status
I Am Responsible

すべての要件を表示します。
フラグの付けられた要件だけを表示します。
要件を作成したユーザー別に分類されたグループ単位で要件を表示します。
既存のステータス別に分類されたグループ単位で要件を表示します。
自分が担当する要件だけを表示します。

関連概念
要件
関連手順
要件を使用する
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フォルダ フィルタ
フォルダ

フィルタ

フィルタ...

フィルタを使用することで、上部ペインに表示されるフォルダのタイプや個数を限定できます。 左ペインのフォルダ階層から
選択したアイテムでフィルタのリストは決まります。さらに すべての子孫 をツールバーまたは フォルダ メニューで選択した
かどうかも影響します。
StarTeam は、次に一覧表示する フォルダ コンポーネント用にデフォルトのフィルタ セットが設定された状態で出荷されて
います。 フィルタのカスタマイズや新規フィルタの作成を行うことができます。
ヒント: ツールバーの フィルタ ドロップダウン リストボックスで定義したファイル フィルタを表示し、適用することもできま
す。
アイテム

説明

<Show All>
すべてのフォルダを表示します（デフォルト）。
Folders Not In View 現在のビューにないフォルダのみを表示します。

関連概念
フォルダ
関連手順
フォルダとアイテムで作業する
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タスク フィルタ
タスク

フィルタ

フィルタ...

フィルタリングを利用すれば、上部ペインに表示されるタスクのタイプや個数を限定できます。 左ペインのフォルダ階層から
選択したアイテムでフィルタのリストは決まります。さらに すべての子孫 をツールバーまたは タスク メニューで選択したか
どうかも影響します。
StarTeam は、次に一覧表示する タスク コンポーネント用にデフォルトのフィルタ セットが設定された状態で出荷されてい
ます。 フィルタのカスタマイズや新規フィルタの作成を行うことができます。
作成できるカスタム タスク フィルタの例には次のものがあります。

♦ 担当者 が右の値と等しい <ユーザー名>：指定した人が担当のタスクのみを示します。
♦ 完成度 % が右の値未満である 100：終了していないタスクが示されます。
ヒント: ツールバーの フィルタ ドロップダウン リストボックスで定義したタスク フィルタを表示し、適用することもできます。
アイテム

説明

<Show All> すべてのタスクを一覧表示します。
関連概念
タスク
関連手順
タスクを利用する
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トピック フィルタ
トピック

フィルタ

フィルタ...

フィルタを使用することで、上部ペインに表示されるトピックのタイプや個数を限定できます。 左ペインのフォルダ階層から
選択したアイテムでフィルタのリストは決まります。さらに すべての子孫 をツールバーまたは トピック メニューで選択した
かどうかも影響します。
StarTeam は、次に一覧表示する トピック コンポーネント用にデフォルトのフィルタ セットが設定された状態で出荷されてい
ます。 フィルタのカスタマイズや新規フィルタの作成を行うことができます。
ヒント: ツールバーの フィルタ ドロップダウン リストボックスで定義したトピック フィルタを表示し、適用することもできます。
アイテム

説明

<I Am Recipient>
By Creator
Show Active
Show All

自分のユーザー名が受信者として指定されているトピックをすべて表示します。
元々の作者別にトピックを分類します。
[アクティブ] ステータスになっているすべてのトピックおよびレスポンスを識別します。
すべてのトピックを識別します（デフォルト）。

関連概念
トピック
関連手順
トピックを使用する
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監査フィルタ
監査

フィルタ

フィルタ...

フィルタを使用することで、上部ペインに表示される監査エントリに表示されるフィールドおよびそれらのフィールドのグルー
プ化およびソート方法を指定できます。 左ペインのフォルダ階層から選択したアイテムで監査記録のリストは決まります。
さらに すべての子孫 をツールバーまたは 監査 メニューで選択したかどうかも影響します。
StarTeam は、次に一覧表示する 監査 コンポーネント用にデフォルトのフィルタ セットが設定された状態で出荷されてま
す。 ツールバーの フィルタ ドロップダウン リスト ボックスを用いて、定義済み監査フィルタの閲覧および適用が行えます。
注: フィルタのカスタマイズや新規フィルタの作成を行うことができます。 詳細については、以下の「関連手順」にある「フィ
ルタを作成する」を参照してください。
アイテム

説明

[By Class and Event]

監査エントリを クラス名 1（アイテムの種類）フィールドおよび イベント（アクションの種類）
フィールドの値でソートして表示します。
[By Transaction and Event] 監査ログ エントリを Transaction ID の降順および イベント タイプでグループ化します。 こ
のフィルタを適用すると、ビュー内の更新がトランザクション別に新しい順に一覧表示され
ます。
[Events]
監査ログ エントリを イベント タイプ、ターゲット 1 のクラス ID、および 作成日時 でグルー
プ化します。
すべて表示
すべてのエントリを表示します（デフォルト）。
注: 特定のプロパティ値で監査ログ エントリを選択するクエリを作成することで、表示される監査ログ エントリの数を制限で
きます。 詳細については、以下の「関連手順」にある「クエリ」を参照してください。
関連概念
クエリ
関連手順
フィルタを作成する
監査ログを表示する
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ビュー比較/マージ セッションのフィルタ
フィルタを使用することで、上部ペインに表示されるフォルダのタイプや個数を限定することができます。 使用可能なフィル
タのリストは、現在 VCM セッションが使用しているパースペクティブに依存します。 StarTeam にはビュー比較/マージに対
して、以下の表にまとめる定義済みのフィルタがあります。 定義済みフィルタはカスタム フィルタを作成する際の、スタート
地点としての使用を目的としています。 ツールバーの フィルタ ドロップダウン リスト ボックスを用いて、定義済みフィルタ
の閲覧および適用が行えます。
マージ パースペクティブ と テスト パースペクティブ に対して、追加のフィルタも作成できます。 フィルタ ダイアログ ボック
スを表示させるには、マージ パースペクティブ または テスト パースペクティブ の上部ペインにあるカラムのヘッダを右クリ
ックして、フィルタ を選択します。 パースペクティブの比較 には 2 つの定義済みフィルタが存在しますが、このパースペク
ティブには追加のフィルタを作成することはできません。
フィルタの使用方法の詳細については、以下のリンク「ビュー比較/マージ セッションのアイテムをフィルタする」を参照して
ください。
以下に、ビュー比較/マージ セッションの定期済みフィルタを示します。
アイテム

説明

<タイプを表示>
<差分のあるアイテムを表示>

比較パースペクティブ において、選択したタイプのアイテムのみを表示します。
比較パースペクティブ において、ソースとターゲット間で差分があったアイテムを
表示します。
<未解決のアイテムを表示>
比較パースペクティブ において、マージ ステータスが 未解決 のアイテムのみを
表示します。
<すべてのアイテムを表示>
比較パースペクティブ において、選択したタイプのアイテムをすべて表示します。
アイテムを表示：[アクション]
比較パースペクティブ において、選択したマージ アクションのアイテムのみを表
示します。
<VCM：マージ ステータス別ファイル> マージ パースペクティブ の上部ペインに、アイテムをマージ ステータス順に表示
します。 フィルタ名は選択されているコンポーネント タブに基づき動的に変化しま
す。 ファイル、変更要求、フォルダをマージ ステータス別に表示することができま
す。
<VCM：マージ プロパティ>
マージ パースペクティブ の上部ペインに、一次デスクリプタをカラム 1 に、残り
の VCM プロパティを続くカラムに設定して、アイテムを表示させます。
マージ アクション
マージ パースペクティブ および テスト パースペクティブ の上部ペインに、アイテ
ムをマージ アクション順に表示させます。
<更新のあるアイテムを表示>
比較パースペクティブ において、ターゲットに対して更新が発生するソース ビュ
ーのアイテムのみを表示します。
注: テスト パースペクティブ では、ファイル タブ選択時には、ファイルに対するフィルタが表示され、フォルダ タブ選択時に
は、フォルダに対するフィルタが表示されます。その他のタブについても、選択タブに応じたフィルタが表示されます。
関連概念
フィルタ
関連手順
ビュー比較/マージ セッションでアイテムをフィルタリングする
フィルタを作成する
事前定義フィルタを適用する
フィルタをコピーする
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リンク
このセクションには、リンクに関連する UI の概要トピックがあります。
このセクションの内容
[リンク] タブ
リンクと [リンク] タブ上のアイテムについて説明します。
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[リンク] タブ
リンク タブでは、上部ペイン内で選択されているアイテムと関連付けられているすべてのリンクを表示します。 またラジオ
ボタンでは、すべてのタイプのリンクを表示するのか、拡張処理リンクのみなのかを指定することができます。
各リンクの両端は、それぞれソースとターゲットと呼ばれます。 ソースは、上部ペイン、またはフォルダ階層（フォルダのプロ
パティ ダイアログの [リンク] タブを表示している場合）で選択されているアイテムです。 リンク タブの各行には、ソース側
のアイテムやフォルダに対応するリンクが定義されています。 リンク一覧の列には、そのリンクの他方の終端が示されてい
ます。
[リンク] タブの列の説明を以下の表に示します。 これらの列は、フォルダのプロパティ ダイアログの リンクタブにも表示さ
れます。 （リンクの表示を許可するアクセス権を持っていない場合は、フォルダのプロパティ ダイアログに リンク タブは表
示されません）。
列

説明

作成者

そのリンクを作成したユーザーの名前

作成日時

そのリンクが作成された日付と時刻

ビュー（view）

可能な限り、現在のビュー内のアイテムを指すことが前提です。[ビュー] フィールドには次のいずれかが含ま
れます。
--- 現在のビューの名前。このリンクが現在のビューで作成された場合、またはこのリンクが別のビューで作
成されたが、アイテム（現在のアイテムのリンク先）の共有コピーが現在のビューに存在する場合。
--- このリンクを含んでいるビューの名前。 参照ビューの場合、これは親ビューの名前になります。

フォルダ

リンク一覧にあるフォルダまたはアイテムが存在するフォルダの名前

アイテムのタイプ

このリンクのターゲット側のアイテムのタイプ。 このアイテムは、リンク一覧に表示されています。 この列に表
示される値は、「フォルダ」、「ファイル」、「変更要求」、「要件」、「タスク」、または「トピック」です。

アイテム

このリンクのターゲット側のアイテム。この値は、フォルダ名、ファイル名、CR 番号、タスク番号、トピック番号
などです。

アイテムの詳細

リンク元を、フォルダの [説明]、ファイルの [説明]、変更要求の [概要]、要件の [名前]、[タスク名]、トピック
の [タイトル] により説明します。

アイテムのバージョン リンクの両端が、特定のリビジョンのフォルダやアイテムに固定されている場合、そのリビジョンが、リンク一覧
の [アイテムのバージョン] と [選択バージョン] に表示されます（ただし、そのリビジョンが現在のビューにある
場合）。
選択バージョン

[アイテムのバージョン] には、リンク ターゲットのバージョン番号が表示されます（ただし、そのリビジョンが現
在のビューにある場合）。
[選択バージョン] には、リンク ソースのリビジョン番号が表示されます。 ソースは、フォルダ階層で選択されて
いるフォルダ（フォルダのリンクを表示している場合）、または上部ペインで選択されているアイテム（アイテム
のリンクを表示している場合）のいずれかです。
この列にリビジョン番号が表示されていない場合、リンクの端は、固定ではなく変動に設定されています。

コメント

リンクのプロパティ ダイアログから、このリンクに関するコメントを入力できます。 そのコメントがこの列に表示
されます。

フォルダのパス

リンク先のアイテムが同じビューにある場合のみ、フォルダのパス情報が表示されます。 同一ビューではない
場合、次のメッセージが表示されます： 「利用不可： 別のビュー内のアイテム」。
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関連手順
内部または外部からアイテムをリンクする
拡張処理リンクの使用を有効にする
リンクされた変更要求を確認する
リンクされたファイルを選択する
リンクのプロパティをカスタマイズする
ファイルを処理アイテムにリンクする
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クエリ
クエリに関連する参照情報を提供します。
このセクションの内容
事前定義クエリ
各コンポーネント用に事前定義されているデフォルト クエリのリストです。
クエリで使用する関係演算子
クエリで条件を定義するために使用できる関係演算子を説明します。
新規クエリ オプション
[クエリの新規作成] ダイアログ ボックスのオプションを説明します。
クエリ オプション
[クエリ] ダイアログ ボックスのオプションを説明します。
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事前定義クエリ
コンポーネント

フィルタ

クエリ...

クエリ ダイアログ ボックスが表示されます。 はじめは、ダイアログ ボックスには現在のコンポーネント用に事前定義された
デフォルト クエリが一覧表示されます。 デフォルト クエリを適用、編集、削除でき、新しいクエリも作成できます。
注: リストに表示されないデフォルト クエリはインストール後に削除された可能性があります。
コンポーネント 事前定義クエリ

ファイル
変更要求
要件
タスク
トピック
フォルダ
監査

Files to Check In、Files to Check Out、Flagged Items
Flagged Items、Not a Priority、Priority、Status = Closed、Status = Open、Status = Resolved、Status =
Verified、Type = Defect、Type = Suggestion、Unread Changes
Flagged Items、I Am Responsible
Flagged Items
Flagged Items、I Am Recipient、Show Active
なし
なし

関連概念
クエリ
関連手順
データをクエリする
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クエリで使用する関係演算子
クエリ内で条件を定義するために使用できる関係演算子は、次のフィールドの種類によって異なります。

♦ テキスト フィールド
♦ ブーリアン、列挙型、数値のフィールド
♦ 日時フィールド

テキスト フィールドに使用する関係演算子
テキスト フィールドに使用できる関係演算子は次のとおりです。
が右の値と等しい
が右の値と等しくない
が右の文字列を含む（大文字/小文字の区別なし）
が右の文字列を含む（大文字/小文字を区別）
が右の文字列で始まる（大文字/小文字の区別なし）
が右の文字列で始まる（大文字/小文字を区別）
が右の文字列で終わる（大文字/小文字の区別なし）
が右の文字列で終わる（大文字/小文字を区別）

ブーリアン、列挙型、数値のフィールドに使用する関係演算子
ブーリアン（真偽値）、列挙型、および数値のフィールドに使用できる関係演算子には、次のとおりです。
が右の値未満である
が右の値以下である
が右の値と等しい
が右の値以上である
が右の値より大きい
が右の値と等しくない

日時フィールドに使用する関係演算子
日時フィールドに使用できる関係演算子を次のとおりです。
日時フィールドの日付と時刻部分を比較する関係演算子は次のとおりです。
が右の日時より前である
が右の日時以前である
が右の日時と等しい
が右の日時以降である
が右の日時より後である
が右の日時ではない
日時フィールドの日付部分のみ比較する関係演算子は次のとおりです。
が右の日付より前である
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が右の日付以前である
が右の日付と等しい
が右の日付以降である
が右の日付より後である
指定した日または週の数だけ過去にさかのぼった日から始まるすべての日付と一致する関係演算子は次のとおりです。
が過去（右の値）日以内である
が過去（右の値）日以内である
指定された日数または週数だけ過去にさかのぼった日を含めてそれ以前のすべての日付に一致する関係演算子は次の
とおりです。
が（右の値）日前より古い
が（右の値）日前より古い
注: 日付フィールドでは、StarTeam は空白をゼロとして扱います。 つまり、"日付なし" はどの特定の日付よりも前である
ことを意味します。 たとえば、ある特定の日付よりも前に対応完了した変更要求を検索するクエリを記述する場合、対
応完了日時 フィールドに日付がないすべての変更要求は、まだ対応完了していなくても結果に取り込まれます。 対応
完了日時 フィールドの内容が空白である変更要求を、そのようなクエリの結果から除くことは簡単にできます。 特定の
日付以前に対応完了される変更要求を検索する条件を、ゼロの日付よりも後に対応完了される変更要求を検索する
もう 1 つの条件と AND 結合します。
関連概念
クエリ
関連手順
データをクエリする
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新規クエリ オプション
コンポーネント

フィルタ

クエリ...

新規作成... をクリックして、クエリの新規作成 ダイアログ ボックスで新しいクエリを定義します。
注: 任意のコンポーネントにある列タイトルを右クリックして、コンテキスト メニューから クエリ ダイアログ ボックスにアクセ
スすることもできます。
アイテム

説明

クエリ

クエリ定義パラメータを表示します。

論理ノード

Name（名前）
新規クエリの一意の名前を入力します。
パブリック チェックボックス チェックボックスをオンにするとクエリがパブリック ステータ
スになります。 パブリックのクエリは、適切なアクセス権を
持っているユーザーが利用できますが、プライベートのクエ
リは自分のユーザー ID でしか利用できません。 どちらか
のステータスを指定してクエリを保存しても、後でそのステ
ータスを変更できません。 ただし、クエリをコピーして状態を
変更し、新しいクエリを作成することは可能です。
クエリ リストボックス
クエリ定義を表示します。 デフォルトでは、はじめの論理条
件として AND 条件が表示されます。
各条件の論理演算子を選択するために使用します。
[AND] ボタン
[OR] ボタン
[NOT] ボタン
[AND->OR->NOT] ボタン

条件ノード

クリックするとクエリに AND 条件を追加します。
クリックするとクエリに OR 条件を追加します。
クリックするとクエリに NOT 条件を追加します。
クリックするとデフォルトの AND 条件を OR、NOT 条件に切
り替えます。
[削除] ボタン
クリックすると現在選択している条件を削除します。 削除の
確認画面が表示されます。
論理演算子に対する条件を定義するために使用します。
フィールド

現在のコンポーネントに適用できるすべて
のフィールドを一覧表示します。
演算子
選択したフィールド用に指定できる演算子
のすべてを一覧表示します。
値
このフィールドと条件用の値を指定するた
めに使用します。
[詳細フィールドを表示する] チェックボック 詳細フィールドを含むすべてのフィールドを
ス
表示するためにオンにします。
[削除されたユーザーを表示する] チェック ユーザー フィールドのみのコンポーネント
ボックス（オプション）
（変更要求コンポーネントなど）の場合、ク
エリ結果に削除されたユーザーを表示する
ために選択します。
[アルファベット順] チェックボックス（オプシ 列挙型フィールドのみ（特定の値を持つフィ
ョン）
ールド）に対して、列挙リストに表示されて
いる順序ではなくアルファベット順でクエリ
結果を表示するために選択します。
[追加] ボタン
クリックするとクエリ定義に条件を追加しま
す。
[変更] ボタン
クリックすると選択したクエリ条件を変更し
ます。
[削除] ボタン
クリックすると選択したクエリ条件を削除し
ます。
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[テキストとして表示] ボタン 現在のクエリ条件をテキスト ボックスに表示します。
[保存] ボタン
新しいクエリを保存します。
[キャンセル] ボタン
クエリ定義をキャンセルします。

関連概念
クエリ
関連手順
データをクエリする
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クエリ オプション
コンポーネント

フィルタ

クエリ...

クエリ ダイアログ ボックスで現在定義されているクエリを表示し、適用します。
注: 任意コンポーネントの列タイトルで右クリックしてコンテキスト メニューから クエリ ダイアログ ボックスにアクセスするこ
ともできます。
アイテム

説明

クエリ リストボックス

このコンポーネント用のすべての既存のクエリを一覧表示します。 パブリック クエリでは、クエリ
名の左にアイコン（複数の人型）があり、プライベート クエリではシングル ユーザー アイコンが
あります。
[閉じる] ボタン
クエリ ダイアログ ボックスを閉じます。
[選択] ボタン
選択したクエリを選択したコンポーネントに一覧表示されているデータに適用します。
[クエリのクリア] ボタン 現在のクエリをクリアし、すべてのデータを表示します。
[新規作成...] ボタン
クエリの新規作成 ダイアログ ボックスを開き、新規クエリを定義します。
[編集...] ボタン
クエリの編集 ダイアログ ボックスで選択したクエリ定義を開き、編集します。
[コピー...] ボタン
クエリのコピー ダイアログ ボックスが開き、新しいクエリの名前を入力します。
[削除] ボタン
選択したクエリ定義を削除します。
[アクセス権] ボタン
アクセス権をクエリに割り当てられます。
関連概念
クエリ
関連手順
データをクエリする
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レポート
レポートとレポート テンプレートに関連した参照情報を提供します。
このセクションの内容
利用可能な監査レポート
監査コンポーネントで利用できるデフォルト レポートを説明します。
利用可能な変更要求レポート
変更要求コンポーネントで利用できるデフォルト レポートを説明します。
利用可能なファイル レポート
ファイル コンポーネントで利用できるデフォルト レポートを説明します。
利用可能なフォルダ レポート
フォルダ コンポーネントで利用できるデフォルト レポートを説明します。
利用可能な要件のレポート
要件コンポーネントで利用できるデフォルト レポートを説明します。
利用可能なタスク レポート
タスク コンポーネントで利用できるデフォルト レポートを説明します。
利用可能なトピック レポート
トピック コンポーネントで利用できるデフォルト レポートを説明します。
レポート テンプレート
コンポーネントのレポートとレポートを生成するために使用するテンプレート ファイルを一覧表示します。

982

利用可能な監査レポート
監査

レポート...

監査コンポーネント用の各種レポートを表示および印刷できます。
レポート名

説明

デフォルト
詳細 ペインにある情報を、フィールドごとに 1 行を使用してリストします。
分類結果の要約 各グループの監査エントリの数と、監査エントリの総数を報告します。
要約
選択した各監査エントリ（または何も選択していない場合はすべての監査エントリ）をリストします。 レ
ポートには イベント、作成日時、ユーザー、クラス 1、アイテム 1、クラス 2、アイテム 2、クラス 3、アイ
テム 3 フィールド、選択した監査エントリの総数が表示されます。
関連概念
レポート
関連手順
レポートを作成およびデータをエクスポートする
関連参照
利用可能なファイル レポート
利用可能な変更要求レポート
利用可能な要件のレポート
利用可能なタスク レポート
利用可能なトピック レポート
利用可能なフォルダ レポート
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利用可能な変更要求レポート
変更要求

レポート...

変更要求コンポーネント用の各種レポートを表示および印刷できます。
レポート名

説明

デフォルト
詳細

詳細 ペインにある情報を、フィールドごとに 1 行を使用してリストします。
次の変更要求フィールドをリストします：変更日時、担当者、提出日時、提出者、テスト済み最新ビル
ド、ステータス、重要度、対応ビルド、対応者、優先度、テスト コマンド、タイプ、概要、説明、回避策、
解決策 フィールドの内容が示されます。
分類結果の要約 各グループの変更要求の数と、変更要求の総数を報告します。
履歴
詳細 レポートに表示される変更要求フィールドと、その下に変更要求の各リビジョンに関する次の情
報がリストされます：リビジョン、日時、作成者、ビュー、コメント、および分岐リビジョン。
リンク
選択した変更要求と、それらにリンクされたアイテムをリストします。
要約
選択した各変更要求（または何も選択していない場合はすべての変更要求）をリストします。 レポート
には、変更日時、担当者、提出日時、提出者、優先度、タイプ、ステータス、重要度、および 概要 フィ
ールドの内容と、選択した変更要求の総数が示されます。
関連概念
レポート
関連手順
レポートを作成およびデータをエクスポートする
関連参照
利用可能なファイル レポート
利用可能な要件のレポート
利用可能なタスク レポート
利用可能なトピック レポート
利用可能なフォルダ レポート
利用可能な監査レポート
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利用可能なファイル レポート
ファイル

レポート...

ファイル コンポーネント用の各種レポートを表示および印刷できます。
レポート名

説明

デフォルト
詳細
詳細（説明付き）
分類結果の要約
リンク
要約

詳細 ペインにある情報を、フィールドごとに 1 行を使用してリストします。
ファイルおよびそれらのリビジョン履歴をリストします。
ファイル、ファイルの説明、およびリビジョン履歴をリストします。
各グループのファイル数と、ファイルの総数を報告します。
選択したファイル名と、それらにリンクされたアイテムをリストします。
選択した各ファイル（または何も選択していない場合はすべてのファイル）をリストします。 レポートに
は、ファイル、ステータス、ロックしたユーザー、リビジョン フィールドの内容と、選択したファイルの総
数が示されます。
要約（説明付き） 選択した各ファイル（または何も選択していない場合はすべてのファイル）をリストします。 レポートに
は、名前、ステータス、ロックしたユーザー、リビジョン、説明 フィールドの内容と、選択したファイルの
総数が示されます。
関連概念
レポート
関連手順
レポートを作成およびデータをエクスポートする
関連参照
利用可能な変更要求レポート
利用可能な要件のレポート
利用可能なタスク レポート
利用可能なトピック レポート
利用可能なフォルダ レポート
利用可能な監査レポート
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利用可能なフォルダ レポート
フォルダ

レポート...

フォルダ コンポーネント用の各種レポートを表示および印刷できます。
レポート名

説明

デフォルト
詳細
詳細（説明付き）
分類結果の要約
リンク
要約

詳細 ペインにある情報を、フィールドごとに 1 行を使用してリストします。
フォルダおよびそれらのリビジョン履歴をリストします。
フォルダ、フォルダの説明、およびリビジョン履歴をリストします。
各グループのフォルダ数と、フォルダの総数を報告します。
選択したフォルダ名と、それらにリンクされたアイテムをリストします。
選択した各フォルダ（または何も選択していない場合はすべてのファイル）をリストします。 レポートに
は、フォルダ、ステータス、ロックしたユーザー、リビジョン フィールドの内容と、選択したフォルダの合
計が示されます。
要約（説明付き） 選択した各フォルダ（または何も選択していない場合はすべてのフォルダ）をリストします。 レポートに
は、フォルダ、ステータス、ロックしたユーザー、リビジョン、説明 フィールドの内容と、選択したフォル
ダの合計が示されます。
関連概念
レポート
関連手順
レポートを作成およびデータをエクスポートする
関連参照
利用可能なファイル レポート
利用可能な変更要求レポート
利用可能な要件のレポート
利用可能なタスク レポート
利用可能なトピック レポート
利用可能な監査レポート

986

利用可能な要件のレポート
要件

レポート...

要件コンポーネント用の各種レポートを表示および印刷できます。
レポート名

説明

デフォルト

詳細 ペインに表示される情報を（リスト形式の場合）、フィールドごとに 1 行を使用してリストします。
このレポートは、ペイン表示がツリー、リスト形式のどちらでも作成できます。
詳細
次の要件フィールドをリストします：変更日時、名前、タイプ、ステータス、所有者、優先度、説明。
分類結果の要約 各グループの要件数と、要件の総数を報告します。
履歴
詳細 レポートに表示される要件フィールドと、その下に要件の各リビジョンに関する次の情報がリスト
されます：リビジョン、日時、作成者、ビュー、コメント、および分岐リビジョン。
リンク
選択した要件と、それらにリンクされたアイテムをリストします。
要約
選択した各要件（または何も選択していない場合はすべての要件）をリストします。 レポートには、[番
号]、[変更日時]、[名前]、[タイプ]、[ステータス]、[所有者]、[優先度]、[説明] フィールドの内容と、選
択した要件の総数が示されます。

関連概念
レポート
関連手順
レポートを作成およびデータをエクスポートする
関連参照
利用可能なファイル レポート
利用可能な変更要求レポート
利用可能なタスク レポート
利用可能なトピック レポート
利用可能なフォルダ レポート
利用可能な監査レポート
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利用可能なタスク レポート
タスク

レポート...

タスク コンポーネント用の各種レポートを表示および印刷できます。
レポート名

説明

詳細

次のタスク フィールドをリストします：変更日時、担当者、作成日時、作成者、名前、ステータス、優先
度、マイルストーン、期間、完成度（%）、要注意、注意事項、予定開始日時、予定終了日時、予定作業
量、実開始日時、実終了日時、実総作業量、備考。
分類結果の要約 各グループのタスク数と、タスクの総数を報告します。
リンク
選択したタスクと、それらにリンクされたアイテムをリストします。
要約
選択した各タスク（または何も選択していない場合はすべてのタスク）をリストします。 レポートには、
タスク名、作成者、作成日時 フィールドの内容と、選択したタスクの総数が示されます。
関連概念
レポート
関連手順
レポートを作成およびデータをエクスポートする
関連参照
利用可能なファイル レポート
利用可能な変更要求レポート
利用可能な要件のレポート
利用可能なトピック レポート
利用可能なフォルダ レポート
利用可能な監査レポート
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利用可能なトピック レポート
トピック

レポート...

トピック コンポーネント用の各種レポートを表示および印刷できます。
レポート名

説明

デフォルト

詳細 ペインにある情報を、フィールドごとに 1 行を使用してリストします。 このレポートは、ペイン表示
がツリー、リスト形式のどちらでも作成できます。
詳細
次のトピック フィールドをリストします：作成者、ステータス、作成日時、優先度、タイトル、説明。
分類結果の要約 各グループのトピック数と、トピックの総数を報告します。
リンク
選択したトピックと、それらにリンクされたアイテムをリストします。
要約
選択した各トピック（または何も選択していない場合はすべてのトピック）をリストします。 レポートに
は、タイトル、作成者、作成日時 フィールドの内容と、選択したトピックの総数が示されます。
関連概念
レポート
関連手順
レポートを作成およびデータをエクスポートする
関連参照
利用可能なファイル レポート
利用可能な変更要求レポート
利用可能な要件のレポート
利用可能なタスク レポート
利用可能なフォルダ レポート
利用可能な監査レポート
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レポート テンプレート
StarTeam には、各コンポーネント用の多様なレポートがあり、そのまま使用することもカスタマイズすることもできます。 各
レポートは、インストール中に指定したフォルダにある一連のテンプレート ファイルを使用して生成されます。 たとえば、
Windows プラットフォームで Cross-Platform Client のデフォルト インストール パスを使用した場合、レポート フォルダは、
c:\Program Files\Borland\StarTeam Cross-Platform Client 2009\samples\details-templates\ です。
レポートをカスタマイズするには、テキスト エディタ、Microsoft Developer Studio、または HTML ツールでレポート テンプレ
ートを開いて編集します。

テンプレート ファイル
各レポート用に準備されているテンプレート ファイルを次のとおりです。
レポート名

デフォルト

詳細

詳細（説明付き）

分類結果の要約

履歴

リンク

テンプレート ファイル

<component>Default.Title
<component>Default.Name
<component>Default.GrpInfo
<component>Default.Group1
<component>Default.EndReport

<component>Detail.Title
<component>Detail.Name
<component>Detail.GrpInfo
<component>Detail.Group1
<component>Detail.EndReport

<component>Detail
<component>Detail
<component>Detail
<component>Detail
<component>Detail
<component>Detail

with
with
with
with
with
with

<component>Grouping
<component>Grouping
<component>Grouping
<component>Grouping

Description.Title
Description.Name
Description.GrpInfo
Description.Group1
Description.Group2
Description.EndReport

Summary.Title
Summary.Name
Summary.GroupSummary
Summary.EndReport

<component>History.Title
<component>History.Name
<component>History.GrpInfo
<component>History.Group1
<component>History.Group2
<component>History.EndReport

<component>History.Title
<component>Links.Name
<component>Links.GrpInfo
<component>Links.Group1
<component>Links.Group2
<component>Links.EndReport

990

要約

要約（説明付き）

<component>Summary.Title
<component>Summary.Name
<component>Summary.GrpInfo
<component>Summary.Group1
<component>Summary.EndReport

<component>Summary
<component>Summary
<component>Summary
<component>Summary
<component>Summary

with
with
with
with
with

description.Title
description.Name
description.GrpInfo
description.Group1
description.EndReport

テンプレート ファイルの理解
レポート テンプレート ファイル名は、<component><name>.<type> の形式を使用します。 次の表で各テンプレート ファイ
ル タイプを説明します。
テンプレート ファイル タイプ 説明

.Title

.Title テンプレートでは、レポート タイトルが ~~ReportTitle~~ タグで表示されます。 これらのテンプレ
ートでは、企業ロゴの追加、フォントまたはサイズの変更などの作業を実行できます。

.GrpInfo

.GrpInfo テンプレートには、グループについての情報が含まれており、~~GroupingInfo~~ タグで表示さ
れます。

.Group1..9

.Groupx ファイルは、発見された数字の順番で処理されます。 数字は連続している必要はありません。
アプリケーションは、レポートの各アイテムにレコードを作成する際、.Group1 から .Group9 を検索しま
す。 コンポーネントのフィールド名は、2 つのダブル チルダ（~~）の間に個別に指定します。 正確な SQL
名を使用する必要があります。 フィールドのデータにより、SQL 名とダブル チルダが置き換えられま
す。 指定したすべてのフィールドをレポートに表示するには、レポートが生成される時点でフィールドが上
部ペインに表示されている必要があります。 表示されていない場合は、それらのフィールドはスキップさ
れます。

.GroupSummary

.GroupSummary テンプレートは、グループのアイテムを合計する際に使用されます。 グループは、
~~GroupingInfo~~ タグで表示されます。

.EndReport

このテンプレートによりレポートが終了します。 これには、以下の総計タグが含まれる場合があります：
~~TotalHistoryCount~~ ~~TotalRecordCount~~ ~~TotalLinkCount~~

991

関連概念
レポート
関連手順
レポートを作成およびデータをエクスポートする
関連参照
利用可能なファイル レポート
利用可能な変更要求レポート
利用可能な要件のレポート
利用可能なタスク レポート
利用可能なトピック レポート
利用可能なフォルダ レポート
利用可能な監査レポート
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個人用オプション設定
[個人用オプション] ダイアログ ボックスの設定について説明します。
このセクションの内容
ワークスペース オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
StarTeamMPX オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
ファイル オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
変更要求オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
要件オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
タスク オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
トピック オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
フォルダ オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
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ワークスペース オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
ツール

個人用オプション...

ワークスペース

ワークスペース 個人用オプションでは、ワークステーションの動作方法を設定する各種のオプションを設定することができ
ます。
アイテム

説明

削除
移動/共有

削除するときに、確認 ダイアログ ボックスを表示します。
移動または共有するときに、確認 ダイアログ ボックスを表
示します。
警告
警告に、確認 ダイアログ ボックスを表示します。
ツールバー
ツールバー を表示します。
ステータス バー
ステータス バー を表示します。
カスタム ツール
StarTeam Extensions の一部として作成されたカスタム ツー
ルを表示します。 カスタム ツールが設定されていない場合
には、チェック ボックス [カスタム ツール] のチェックをはず
すと、各ビュー ウィンドウでカスタム ツールの無駄にロード
しようとしなくなります。
履歴時刻を UTC で表示する
履歴リストの時刻列に UTC でタイム スタンプを表示しま
す。 UTC 時刻はローカル時刻と区別するため最後に「Z」が
付きます。（Z は英国グリニッチを通る「zero meridian（基準
子午線）」を意味します。 このチェック ボックスがオフの場
合、タイム スタンプはローカル時刻で表示されます。
名前順にビュー ラベルを並べ替える
自動的にビュー ラベルをアルファベット順に並べ替えます。
タブ変更時にフォルダの選択を復元する
StarTeam のコンポーネント タブで最後に選択されたフォル
ダに戻ります。 現在のセッションで特定のタブを選択してい
なければ、StarTeam は自動的にビューのルート フォルダを
選択します。
フォルダ変更時にスコープをローカルにリセットする
フォルダを変更するたびにツールバーの すべての子孫 ボ
タンを自動的にリセットします。 これにより StarTeam がアイ
テムをスキャンする時間を節約できます。 このチェック ボッ
クスがオフの場合、[手動ですべての子孫] ボタンをリセット
する必要があります。
フォルダ/スコープの変更時にグループの状態を維持する フォルダ変更時、または すべての子孫 ボタンのリセット時、
上部ペイン内のグループの状態が変更されるのを防ぎま
す。 このチェック ボックスがオフの場合、フォルダ/スコープ
の変更時にすべてのグループが折りたたまれます。
次の最大遅延時間を上限として自動更新する
プロジェクトの自動更新時間を分で指定します。 同様の更
新は SHIFT + F5 を使っても可能です。これにより、フォルダ
ツリー と上部ペインが更新されます。 SHIFT+F5 などで強制
的に更新が行われない限り、指定時間ごとに自動的にプロ
ジェクトを更新します。強制的に更新された場合は、タイマー
が初期化されます。

起動時にショートカットを復元する
レポート出力パス
ログ出力パス

クライアント アプリケーションが最小化されている場合でも、
自動更新は実施されます。 自動更新 がオンの場合、ネット
ーワークと接続していないと、自動更新 により画面が更新さ
れるために通信エラーが起こります。
起動時に、前回 StarTeam を終了したときに開いていたビュ
ーを開きます。
出力するレポートのファイル名およびパスを指定します。
StarTeam.log のファイル名およびパスを指定します。
StarTeam.log ファイルには、ユーザーのワークステーション
から（複数の）サーバーへ送られた処理（開いているプロジ
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エラーをログに記録

次の時間以上かかる操作とイベントをログに記録

ェクト ビューにより異なる）データが含まれます。 このデータ
の中には、プロジェクトの名前が含まれるので、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。
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:...。 エラーとオペレーションの両方をログ記録して
いる場合、アプリケーションは、エラー時にサーバーが実行
していたオペレーションもログに記録します。
指定時間以上かかるファイル操作およびイベントを StarTeam
が記録します。内容は .log ファイルに保存されます。 ミリ
秒を設定し、あまり重要でない操作とイベントに関する記録
でログがいっぱいになるのを防ぎます。 デフォルトの 10 ミリ
秒は、一般的なクライアントには適切な設定でしょう。
要約 のチェック ボックスをオンにした場合、各操作に対し、
クライアントで費やされた時間とサーバーで費やされた時間
の内訳を記録します。詳細 のチェック ボックスをオンにする
と、これに加えてサーバー コマンドが含まれるようになりま
す。

StarTeamMPX Server イベントをログに記録

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。 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。
StarTeamMPX Server のイベントを .log ファイルに含めま
す。 これにより、StarTeamMPX イベント（自動更新またはフ
ァイル ステータスの更新）が実行された日時が分かるように
なります。 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表しま
す：...Statistics for Events /1b21dd1e208-51ea-01b2-1dd1e20851ea/Object/File/ Modify
StarTeamMPX イベントは 個人用オプション の
StarTeamMPX タブで StarTeamMPX を有効化 のチェック
ボックスがオンの場合に限り記録されます。 StarTeamMPX
関連の設定で、ワークスペース タブに対して行った変更は、
現在開かれているプロジェクトには反映されません。 しか
し、設定変更後に開いたプロジェクトの StarTeamMPX イベ
ントはログに記録されるようになります。

詳細オプション
コンポーネントの順序...

ルック & フィール

コンポーネント タブが表示される順序を指定します。 コンポーネントの順序... ボタンの左
側に位置するタブの表示順序を設定します。 重要：コンポーネント タブに対する変更を
有効にするには、プロジェクトを一旦閉じて、再び開く必要があります。
注： コンポーネント リストで、[監査] コンポーネント タブを 1 番目にしないでください。 こ
れを行うと、非常にパフォーマンスに影響を与えます。
クライアントの見かけおよび操作感を変更します。
注： このオプションは StarTeam Visual Studio Integration には使用できません。

995

フォントの調整

クライアントで使用するフォントの大きさを指定します。

注： このオプションは StarTeam Visual Studio Integration には使用できません。
アプリケーション インスタンス ショートカットや URL 使用時に、StarTeam の別のインスタンスを開くためのデフォルト動
作を指定します。
URL またはショートカットの使用では、すでに開かれている StarTeam クライアントのイン
スタンスを利用して開くように、デフォルトでは設定されています。 しかし、クライアントで
ビュー内部にダイアログが開かれている場合（もしくは、他のなんらかのモーダル操作が
進行中の場合）、StarTeam はそのクライアント内に開かれているプロジェクトを使用する
ことはできません。 このような状況で、E メールに記載された（たとえば）URL、デスクトッ
プ上のショートカット、マージ処理タスクに添付された .vcmx ファイルなどをクリックする
と、アプリケーション インスタンス グループ ボックスで選択されたオプションで許可され
ている場合に限り、StarTeam の新しいインスタンスが開かれます。 このオプションが選
択されていないときに、ショートカットを開こうとすると、StarTeam クライアントがビジー状
態である旨を知らせるエラーが表示されます。
注： このオプションは StarTeam Visual Studio Integration には使用できません。
別のアプリケーション インスタンスが実
行されるときにプロンプトをあげる
常に別のアプリケーション インスタンス
を実行
別のアプリケーション インスタンスを実
行しない

関連概念
個人用オプション
関連手順
ファイル ステータス情報の保存方法を制御する
個人用オプションをカスタマイズする
ログ オプションを表示およびカスタマイズする
関連参照
StarTeamMPX オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
ファイル オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
フォルダ オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
変更要求オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
要件オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
タスク オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
トピック オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
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StarTeam の別のインスタンスを開くかどうか
を確認するプロンプトの表示を設定します。
StarTeam の別のインスタンスを常に開くかど
うかを設定します。
StarTeam の別のインスタンスを決して開かな
いよう設定します。

StarTeamMPX オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
ツール

個人用オプション...

StarTeamMPX

このページでは、StarTeamMPX および Cache Agent を使用可能にすること、またその構成を設定することができます。
アイテム

説明

StarTeamMPX を有効化

サーバーが StarTeamMPX 対応の場合、StarTeamMPX を
有効にします。 [StarTeamMPX を有効化] を変更しても現
在開かれているプロジェクトには反映されません。
StarTeamMPX はデフォルトで有効です。
MPX を通じて、アプリケーション ウィンドウを自動的に更新
します。更新は最小遅延時間および最大遅延時間で設定さ
れた範囲内で実行されます。 デフォルトの最小遅延時間
は 30 秒、最大遅延時間は 60 秒です。 このチェック ボック
スがオフの場合、手動で更新をする必要があります（SHIFT
+F5）。

自動更新

自動更新 のチェック ボックスがオンの場合、変更を行うと、
最小遅延時間（秒）が経過したのちにビューが更新されま
す。 つまり、変更の頻度が低い場合には、アプリケーション
は更新を即座に実行します。 しかし、変更が頻繁になると、
定期的に最小遅延時間を算出するタイマーがリセットされ、
更新に必要な最小遅延時間の秒数に到達しなくなります。
このような場合、最大遅延時間経過時にアプリケーション ウ
ィンドウが更新されます。
クライアント アプリケーションが最小化されている場合で
も、自動更新は実施されます。 自動更新 がオンの場合、ネ
ットーワークと接続していないと、自動更新 により画面が更
新されるために通信エラーが起こります。
StarTeamMPX の Cache Agent を有効にする
ファイルのチェックアウト時に、StarTeamMPX の Cache
Agent を使用するように設定します。
使用する Cache Agent の場所
IP アドレスとポート番号を用いて、使用する Cache Agent
を指定します。 Cache Agent を使用すると、StarTeam
Server が MPX 対応でなくても、一括チェックアウト（BCO：
Bulk Check-Out）ユーティリティが実行できます。
StarTeamMPX Server ごとに最も近い Cache Agent を自動 サーバーが MPX 対応の場合に限り、ネットワーク上で最も
的に検出
近い Cache Agent を自動的に検出します。
最大要求スレッド数
最大要求スレッド数を指定します。 デフォルトの値は 2 で
す。ほとんどの場合、適切な数値は 2 または 3 です。
Cache Agent の使用対象
Cache Agent を、ファイル キャッシング（ファイルの内容）と
オブジェクト キャッシング（アイテムのプロパティ）のいずれ
か、またはその両方に使用するのかを指定します。
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関連概念
個人用オプション
関連手順
ファイル ステータス情報の保存方法を制御する
個人用オプションをカスタマイズする
関連参照
ワークスペース オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
要件オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
ファイル オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
フォルダ オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
変更要求オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
タスク オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
トピック オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）

998

ファイル オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
Tools

Personal Options

File

個人用オプション ダイアログ ボックスのこのページを使用すると、ファイルのオプションを設定できます。
アイテム

説明

チェックアウトしたファイルの最終変更日時 チェックアウトするファイルのタイム スタンプが、そのリビジョンをチェックア
を使用する
ウトした日時になります。 このチェック ボックがオフの場合、チェックアウト
するファイルのタイムスタンプは、現在の日時（チェックアウトした時間）とな
ります。
常にマージ ユーティリティをポップアップす 競合がない場合でもマージ ユーティリティを開き、マージしたファイルを表
る
示します。
競合発生時にだけマージ ユーティリティをポ マージされたファイルに競合がある場合に限り、マージ ユーティリティを開
ップアップする
きます。 このチェック ボックがオフの場合、ファイルは自動的にチェックイ
ンおよびチェックアウトされます。
チェックアウト時にファイルを排他的にロック チェックアウト ダイアログ ボックスの ロック ステータス オプションを 排他
する
的 に設定します。 このチェック ボックがオフの場合、ロック ステータスは
デフォルトの 現在の状態を維持 となります。
チェックイン時にファイルのロックを解除する チェックアウト ダイアログ ボックスの ロック ステータス オプションを ロック
解除 に設定します。 このチェック ボックがオフの場合、ロック ステータス
はデフォルトの 現在の状態を維持 となります。
統合環境では非排他的ロックを使用する
統合環境で非排他的ロックを使います。 これにより、ファイルがロックされ
ていても、別のユーザーがそのファイルをチェックインできます。 非排他的
ロックを使用すると、複数のユーザーが同時にファイルを編集できます。
複数のチーム メンバがファイルの同一行を編集していなければ、通常、フ
ァイルをマージしても競合は起きません。
ロックされていない作業ファイルを読み取り ファイルの追加、ファイルのチェックイン、ファイルのチェックアウト、ファイル
専用としてマークする
のロック解除を行ったとき、作業ファイルが読み取り専用となります。 この
チェック ボックがオンの場合、ロックされたファイルのみが編集可能となり
ます。
チェックアウト操作の場合に EOL を自動的 ファイルをチェックアウトすると、EOL が自動変換されます。 このチェック
に変換する。
ボックをオンにした場合、使用しているオペレーティング システムも併せて
選択します：Windows (CR-LF)、Unix (LF)、または Mac (CR) から選択しま
す。
ファイルは、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 LF 形
式でチェックアウトできます。
EOL 形式プロパティは Cross-Platform Client の 追加、チェックイン とファ
イルのプロパティのダイアログ ボックスで設定できます。
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。
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 よりも前のバージョンで追加され
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 CR、固定 LF、固定 CRLF： この EOL 形式は常に使用される。ワーク
ステーション/チェックアウト変換オプションは無視される。
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注： 一旦、EOL 形式が定義されると、更新ステータス は、テキスト ファイ
ルがチェックアウトされたときにどの EOL 形式を使用していても関係なく、
すべてのファイルで機能します。 他のクライアントとの互換性のため、チェ
ックアウト時の "EOL 変換" が要求されていない、かつ EOL 形式が未定
義の場合は、以前のとおり、ファイルはサーバーに追加したときの EOL 変
換でチェックアウトされます。
ファイルのチェックサム（MD5）を使用してス ウィンドウが更新されるとき、ファイルのタイム スタンプとサイズを比較する
テータスを算定する
代わりに、チェックサムを使用して ステータス フィールドを算定します。 チ
ェックサムを使用すると、タイム スタンプより正確なステータス値が得られ
ますが、処理時間は長くなります。 このチェック ボックがオフの場合、ステ
ータス値の算出にはタイム スタンプとサイズが使われます。
ファイルのデフォルト エンコード
デフォルトのコード ページを指定します。ドロップダウン リスト ボックスで選
択されたエンコードが、キーワード展開に使われます。
ファイル ステータス リポジトリのデフォルト ファイルのステータス情報を保存する場所を指定します。集中リポジトリの
場所、または子フォルダ（フォルダ名に .sbas が付いているフォルダ）のど
ちらかを選択します。
集中 を選択した場合、デフォルトの集中リポジトリの場所のほか、それ以
外の場所も検索して入力できます。 作業フォルダのファイルを更新する
と、指定フォルダでのみファイルのステータスが更新されます。 このため、
他のユーザー全員には、そのファイルのステータスが、不明 と表示されま
す。 作業が進むにつれ、すべてのファイルに対して変更が行われ、すべて
のファイルのステータスが、全員に対して 不明 になってしまう可能性があ
ります。
作業フォルダ（共有ネットワーク ドライブ上など）を複数のユーザーで共有
している特別な場合は、フォルダ単位 オプションが最適です。 たとえば、
複数のユーザーが共有作業フォルダを使用して、すべてのファイルをチェ
ックインやチェックアウトするとします。 これらのユーザーがファイル ステー
タスに [集中] オプションを設定していた場合、ユーザーそれぞれのコンピ
ュータにステータスが保存されます。 ユーザーが作業フォルダ内のファイ
ルを変更した場合は常に、そのファイルのステータスは、そのユーザーの
コンピュータでのみ更新されます。 このため、他のユーザー全員には、そ
のファイルのステータスが、不明 と表示されます。 作業が進むにつれ、す
べてのファイルに対して変更が行われ、すべてのファイルのステータスが、
全員に対して 不明 になってしまう可能性があります。 フォルダ単位オプシ
ョンを使用した場合、ステータスは作業フォルダ内で更新されるので、 ユー
ザー全員がこれらのステータス変更にアクセスでき、不明 ステータスには
なりません。

完全削除...

デフォルト
表示テンプレート

詳しくは下のリンク「ファイル ステータス情報の保存方法を制御する」を参
照してください。
ステータス リポジトリのクリーンアップ ダイアログ ボックスを開き、ワークス
テーションのステータス リポジトリからファイルのステータス データを削除
することができます。
集中 リポジトリの場所をデフォルトの場所に戻します。
アイテムの URL をクリップボードにコピーするときに使用する HTML 表現
テンプレートを指定します。 フォーマットが指定されていない場合、デフォル
トの HTML 表現がフォルダ名からアイテムのタイプを識別します。 たとえ
ば、buildinfo.properties となります。 テンプレートからテキストが生成
されるとき、~~*~~ で指定した変数はプロパティの値に置換されます。 変
数にはレポート テンプレートに使用されているものと同じ名前、またはプロ
パティ名を用いることができます。 プロパティ名を使用する場合、スペース
が省略でき、大文字と小文字も区別されません。 たとえば、ファイルに対し
て、次のサンプル テンプレートを使用した場合、
~~FolderPath~~:~~Name~~ は HTML 表現で、指定したファイルへの
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ID ベースの URL の生成

代替アプリケーション...

[エディタ]

[マージ ユーティリティ] の [オプション]

StarTeam のパスとなり、StarTeam\:buildinfo.properties となります。
ここで用いられるテンプレートは、クライアントのレポート機能で使われてい
るテンプレートのスーパーセットです。
URL を名前ではなく、ID を用いて指定します。 たとえば、URL に ID を用
いた場合、starteam://hostname:49201/12;ns=Project;scheme=id と
なり、名前を用いると、starteam://hostname:49201/myproject となりま
す。
注： フォルダ名は常に ID ベースの URL となります。
代替アプリケーション ダイアログ ボックスを表示します。ここでは、デフォ
ルトのツール（ユーティリティ）を使用しない場合の代替エディタ、マージ ユ
ーティリティ、比較ユーティリティを指定します。 代替アプリケーション起動
時に使用するオプション（パラメータ）を指定することもできます。
最低 1 つのファイル タイプまたはフォルダ タイプを表示する、Windows シ
ステムのものではないコマンドを、使用できるようにします。 このコマンド
は、アプリケーションが選択されたファイルを開けるように、そのアプリケー
ションへのパスと、コマンドライン オプションで構成する必要があります。
以下のいずれかを行うと、このコマンドが常に実行されます： アイテム リス
ト内のファイルまたはフォルダをダブル クリック、添付ファイルをダブル ク
リック、レポートを生成して開いたとき。
以下に推奨するコマンドを示します。netscape -remote "openFile
($file)" これには、Netscape がさまざまなメディア タイプ（画像、テキス
ト ファイル、HTML ファイルなど）を処理できるといった理由があります。
以下のコマンドライン オプションを使用すると、StarTeam Cross-Platform
Client が代替マージ ユーティリティに送信するファイルを表現できます。
- $branchtip： マージされるファイルのチップ リビジョンへのパスのため
のプレース ホルダ。
- $usertip： マージされるローカル作業ファイルへのパスのためのプレー
ス ホルダ。
- $basefile： $branchtip および $usertip のファイルの共通の祖先へ
のパスのためのプレース ホルダ。

[比較ユーティリティ] の [オプション]

- $resultfile： マージされるファイルの出力を格納するファイルへのパス
のためのプレース ホルダ。
以下のコマンドライン オプションを使用すると、StarTeam Cross-Platform
Client が代替比較ユーティリティに送信するファイルを表現できます。
- $file1： 比較される 2 つのファイルの 1 つ目のファイルへのパスのた
めのプレース ホルダ。
- $file2： 比較される 2 つのファイルの 2 つ目のファイルへのパスのた
めのプレース ホルダ。
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関連概念
個人用オプション
関連手順
ファイル ステータス情報の保存方法を制御する
個人用オプションをカスタマイズする
関連参照
ワークスペース オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
StarTeamMPX オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
フォルダ オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
変更要求オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
要件オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
タスク オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
トピック オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
レポート テンプレート
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変更要求オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
ツール

個人用オプション...

変更要求

変更要求のオプション設定では、アプリケーションが変更要求を既読にするかどうかの判断に使用する条件を指定するこ
とができます。 その他、新しい変更要求を確認する頻度、および変更要求のロック処理方法を設定することができます。
アイテム

説明

変更要求を選択したとき

変更要求を選択すると同時に既読としてマークします。

一定時間選択したとき: ___ （秒）

未読の変更要求は太字のフォントで表示され、 既読の変更要求は標準の
フォントで表示されます。
変更要求を指定した秒数以上表示すると、既読としてマークします。 範囲
は 15 から 9999 秒です。
変更要求 既読としてマーク をクリックすると、既読としてマークします。

手動で既読にマークしたときのみ

注： 変更要求はそのプロパティを表示すると、常に既読としてマークされま
す。
新規または変更された変更要求を確認する 定期的に新規または変更された変更要求を確認し、新しい変更要求の担
当となったことを通知します。 このチェック ボックスをオンにした場合、確認
する間隔を分単位で指定する必要があります。 オフの場合、新しい変更要
求を通知するアイコンはシステム トレイに表示されません。
間隔（分）
新規または変更された変更要求を自動的に確認する間隔を分単位で指定
します。 デフォルト値は 10 分です。
変更要求を編集時に排他的にロックする
プロパティ ダイアログ ボックスを開いて編集を行う際に、変更要求をロック
します。 このオプションを選択しない場合、プロパティ ダイアログ ボックス
を開いても、変更要求はロックされません。
手動でロックした変更要求を編集後に解除 変更要求のプロパティ変更後、OK をクリックして新しいリビジョンが作成さ
する
れたときに、変更要求のロックが解除されます。 このチェック ボックスがオ
フの場合、ロックは解除されません。
表示テンプレート
アイテムの URL をクリップボードにコピーするときに使用する HTML 表現
テンプレートを指定します。 フォーマットが指定されていない場合、デフォル
トの HTML 表現がアイテムのタイプを識別し、アイテム名とアイテム番号を
出力します。たとえば、変更要求 #39,849 となります。 テンプレートからテ
キストが生成されるとき、~~*~~ で指定した変数はプロパティの値に置換さ
れます。 変数にはレポート テンプレートに使用されているものと同じ名
前、またはプロパティ名を用いることができます。 プロパティ名を使用する
場合、スペースが省略でき、大文字と小文字も区別されません。 たとえ
ば、ファイルに対して、次のサンプル テンプレートを使用した場合、Change
Request:~~CR Number~~:~~CreatedBy~~ の HTML 表現は Change
Request:38,849:Tom Smith となります。 ここで用いられるテンプレート
は、クライアントのレポート機能で使われているテンプレートのスーパーセ
ットです。
ID ベースの URL の生成
URL を名前ではなく、ID を用いて指定します。 たとえば、URL に ID を用
いた場合、starteam://hostname:49201/12;ns=Project;scheme=id と
なり、名前を用いると、starteam://hostname:49201/myproject となりま
す。
注： フォルダ名は常に ID ベースの URL となります。
注: ロック オプションのチェック ボックスがすべてオフの場合、変更要求を開いても、その変更要求はロックされません。手
動でロックとロック解除を行う必要があります。 変更要求を編集時に排他的にロックする のチェック ボックスのみがオ
ンの場合、変更要求が開かれると、ロックされていない変更要求がロックされます。キャンセル または OK をクリックす
ることで、ロックは解除されます。 手動でロックした変更要求を編集後に解除する のチェック ボックスのみがオンの場
合、OK をクリックして新しいリビジョンが作成すると、手動でロックした変更要求のロックが解除されます。 両方のチェ
ック ボックスをオンにすると、変更要求を手動で、または開くことでロックすることができます。 これらの変更要求は、
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OK をクリックして新しいリビジョンを作成するとき、または キャンセル をクリックした（開く前に既にロックされていない
場合）とき、ロックが解除されます。
関連概念
個人用オプション
関連手順
ファイル ステータス情報の保存方法を制御する
個人用オプションをカスタマイズする
関連参照
ワークスペース オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
StarTeamMPX オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
ファイル オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
フォルダ オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
要件オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
タスク オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
トピック オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
レポート テンプレート
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要件オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
ツール

個人用オプション...

要件

要件のオプション設定では、アプリケーションが要件を既読にするかどうかの判断に使用する条件を指定することができま
す。 その他、新しい要件を確認する頻度、および要件のロック処理方法を設定することができます。
アイテム

説明

要件を選択したとき

要件を選択すると同時に既読としてマークします。

一定時間選択したとき: ___ （秒）

未読の要件は太字のフォントで表示され、 既読の要件は標準のフォントで
表示されます。
要件を指定した秒数以上表示すると、既読としてマークします。 範囲は 15
から 9999 秒です。
要件 既読としてマーク をクリックすると、既読としてマークします。

手動で既読にマークしたときのみ

注： 要件はそのプロパティを表示すると常に既読となります。
定期的に新規または変更された要件を確認し、新しい要件の担当となった
ことを通知します。 このチェック ボックスをオンにした場合、確認する間隔を
分単位で指定する必要があります。 オフの場合、新しい要件を通知するア
イコンはシステム トレイに表示されません。
間隔（分）
新規または変更された要件を自動的に確認する間隔を分単位で指定しま
す。 デフォルト値は 10 分です。
要件を編集時に排他的にロックする
プロパティ ダイアログ ボックスを開いて要件の編集を行うと、その要件をロ
ックします。 このチェック ボックスがオフの場合、プロパティ ダイアログ ボッ
クスを開いても、要件はロックされません。
手動でロックした要件を編集後に解除する 要件のプロパティ変更後、OK をクリックして新しいリビジョンを作成したとき
に、要件のロックを解除します。 このチェック ボックスがオフの場合、ロック
は解除されません。
表示テンプレート
アイテムの URL をクリップボードにコピーするときに使用する HTML 表現テ
ンプレートを指定します。 フォーマットが指定されていない場合、デフォルト
の HTML 表現がアイテムのタイプを識別し、アイテム名とアイテム番号を出
力します。 たとえば、要件 #34,132 となります。 テンプレートからテキスト
が生成されるとき、~~*~~ で指定した変数はプロパティの値に置換されま
す。 変数にはレポート テンプレートに使用されているものと同じ名前、また
はプロパティ名を用いることができます。 プロパティ名を使用する場合、ス
ペースが省略でき、大文字と小文字も区別されません。 たとえば、ファイル
に対して、次のサンプル テンプレートを使用した場合、Requirement
#~~Number~~:~~Status~~ の HTML 表現は Requirement
#34,132:Submitted となります。 ここで用いられるテンプレートは、クライア
ントのレポート機能で使われているテンプレートのスーパーセットです。
ID ベースの URL の生成
URL を名前ではなく、ID を用いて指定します。 たとえば、URL に ID を用い
た場合、starteam://hostname:49201/12;ns=Project;scheme=id とな
り、名前を用いると、starteam://hostname:49201/myproject となります。
新規または変更された要件を確認する

注： フォルダ名は常に ID ベースの URL となります。
注: ロック オプションのチェック ボックスがすべてオフの場合、要件を開いても、その要件はロックされません。手動でロッ
クとロック解除を行う必要があります。 要件を編集時に排他的にロックする のチェック ボックスのみがオンの場合、要
件を開くと、ロックされていない要件をロックします。キャンセル または OK をクリックすることで、ロックは解除されま
す。 手動でロックした要件を編集後に解除する のチェック ボックスのみがオンの場合、OK をクリックして新しいリビジ
ョンを作成すると、手動でロックした要件のロックを解除します。 両方のチェック ボックスをオンにすると、要件を手動で
または開くことでロックすることができます。 これらの要件は、OK をクリックして新しいリビジョンを作成するとき、また
は キャンセル をクリックした（開く前に既にロックされていない場合）とき、ロックが解除されます。
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関連概念
個人用オプション
関連手順
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1006

タスク オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
ツール

個人用オプション...

タスク

タスクのオプション設定では、アプリケーションがタスクを既読にするかどうかの判断に使用する条件を指定することができ
ます。 その他、新しいタスクを確認する頻度、およびタスクのロック処理方法を設定することが可能です。
アイテム

説明

タスクを選択したとき

タスクを選択すると同時に既読としてマークします。

一定時間選択したとき: ___ （秒）

未読のタスクは太字のフォントで表示され、 既読のタスクは標準のフォント
で表示されます。
タスクを指定した秒数以上表示すると、既読としてマークします。 範囲は 15
から 9999 秒です。
タスク 既読としてマーク をクリックすると、既読としてマークします。

手動で既読にマークしたときのみ

注： タスクはそのプロパティを表示すると常に既読となります。
定期的に新規または変更されたタスクを確認し、新しいタスクの担当となっ
たことを通知します。 このチェック ボックスをオンにした場合、確認する間
隔を分単位で指定する必要があります。 オフの場合、新しいタスクを通知
するアイコンはシステム トレイに表示されません。
間隔（分）
新規または変更されたタスクを自動的に確認する間隔を分単位で指定しま
す。 デフォルト値は 10 分です。
タスクを編集時に排他的にロックする
プロパティ ダイアログ ボックスを開いてタスクの編集を行うと、そのタスク
をロックします。 このチェック ボックスがオフの場合、プロパティ ダイアロ
グ ボックスを開いても、タスクはロックされません。
手動でロックしたタスクを編集後に解除する タスクのプロパティ変更後、OK をクリックして新しいリビジョンを作成したと
き、タスクのロックを解除します。 このチェック ボックスがオフの場合、ロッ
クは解除されません。
表示テンプレート
アイテムの URL をクリップボードにコピーするときに使用する HTML 表現
テンプレートを指定します。 フォーマットが指定されていない場合、デフォル
トの HTML 表現がアイテムのタイプを識別し、アイテム名とアイテム番号を
出力します。 たとえば、タスク #1,456 などです。 テンプレートからテキス
トが生成されるとき、~~*~~ で指定した変数はプロパティの値に置換されま
す。 変数にはレポート テンプレートに使用されているものと同じ名前、また
はプロパティ名を用いることができます。 プロパティ名を使用する場合、ス
ペースが省略でき、大文字と小文字も区別されません。 たとえば、ファイル
に対して、次のサンプル テンプレートを使用した場合、Task #~~Task
Number~~:~~Status~~:~~Responsibility~~ の HTML 表現は Task
#1,456:Ready To Start:Tom Smith となります。 ここで用いられるテンプ
レートは、クライアントのレポート機能で使われているテンプレートのスーパ
ーセットです。
ID ベースの URL の生成
URL を名前ではなく、ID を用いて指定します。 たとえば、URL に ID を用
いた場合、starteam://hostname:49201/12;ns=Project;scheme=id と
なり、名前を用いると、starteam://hostname:49201/myproject となりま
す。
新規または変更されたタスクを確認する

注： フォルダ名は常に ID ベースの URL となります。
注: ロック オプションのチェック ボックスがすべてオフの場合、タスクを開いても、そのタスクはロックされません。手動でロ
ックとロック解除を行う必要があります。 タスクを編集時に排他的にロックする のチェック ボックスだけがオンの場合、
タスクを開くと、ロックされていないタスクをロックします。キャンセル または OK をクリックすることで、ロックは解除され
ます。 手動でロックしたタスクを編集後に解除 のチェック ボックスのみがオンの場合、OK をクリックして新しいリビジョ
ンを作成すると、手動でロックしたタスクのロックを解除します。 両方のチェック ボックスをオンにすると、タスクを手動
でまたは開くことでロックすることができます。 これらのタスクは、OK をクリックして新しいリビジョンを作成するとき、ま
たは キャンセル をクリックした（開く前に既にロックされていない場合）とき、ロックが解除されます。
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関連概念
個人用オプション
関連手順
ファイル ステータス情報の保存方法を制御する
個人用オプションをカスタマイズする
関連参照
ワークスペース オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
StarTeamMPX オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
ファイル オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
フォルダ オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
変更要求オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
要件オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
トピック オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
レポート テンプレート
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トピック オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
ツール

個人用オプション...

トピック

トピックのオプション設定では、アプリケーションがトピックを既読にするかどうかの判断に使用する条件を指定することがで
きます。 その他、新しいトピックを確認する頻度、およびトピックのロック処理方法を設定することが可能です。
アイテム

説明

トピックを選択したとき

トピックを選択すると同時に既読としてマークします。

一定時間選択したとき: ___ （秒）

未読のトピックは太字のフォントで表示され、 既読のトピックは標準のフォ
ントで表示されます。
トピックを指定した秒数以上表示すると、既読としてマークします。 範囲は
15 から 9999 秒です。
トピック 既読としてマーク をクリックすると、既読としてマークします。

手動で既読にマークしたときのみ

注： トピックはそのプロパティを表示すると常に既読となります。
定期的に新規または変更されたトピックを確認し、新しいトピックの担当と
なったことを通知します。 このチェック ボックスをオンにした場合、確認す
る間隔を分単位で指定する必要があります。 オフの場合、新しいトピックを
通知するアイコンはシステム トレイに表示されません。
間隔（分）
新規または変更されたトピックを自動的に確認する間隔を分単位で指定し
ます。 デフォルト値は 10 分です。
トピックを編集時に排他的にロックする
プロパティ ダイアログ ボックスを開いてトピックの編集を行うと、そのトピッ
クをロックします。 このチェック ボックスがオフの場合、プロパティ ダイアロ
グ ボックスを開いても、トピックはロックされません。
手動でロックしたトピックを編集後に解除す トピックのプロパティ変更後、OK をクリックして新しいリビジョンを作成した
る
ときに、トピックのロックを解除します。 このチェック ボックスがオフの場
合、ロックは解除されません。
表示テンプレート
アイテムの URL がクリップボードにコピーされている際に、アイテムの HTML
表現を生成するのに使用する、特定のテンプレートを指定します。 フォー
マットが指定されていない場合、デフォルトの HTML 表現がアイテムのタイ
プを識別し、アイテム名とアイテム番号を出力します。 たとえば、トピッ
ク #34,132 となります。 テンプレートからテキストが生成されるとき、
~~*~~ で指定した変数はプロパティの値に置換されます。 変数にはレポー
ト テンプレートに使用されているものと同じ名前、またはプロパティ名を用
いることができます。 プロパティ名を使用する場合、スペースが省略でき、
大文字と小文字も区別されません。 たとえば、トピックに対して、次のサン
プル テンプレートを使用した場合：Topic # ~~topicnumber~~:~~Title~~,
Status - ~~status~~ の HTML 表現は Topic #34,132:Topic Title,
Status - Active となります。 ここで用いられるテンプレートは、クライア
ントのレポート機能で使われているテンプレートのスーパーセットです。
ID ベースの URL の生成
URL を名前ではなく、ID を用いて指定します。 たとえば、URL に ID を用
いた場合、starteam://hostname:49201/12;ns=Project;scheme=id と
なり、名前を用いると、starteam://hostname:49201/myproject となりま
す。
新規または変更されたトピックを確認する

注： フォルダ名は常に ID ベースの URL となります。
注: ロック オプションのチェック ボックスがすべてオフの場合、トピックを開いても、そのトピックはロックされません。手動で
ロックとロック解除を行う必要があります。 トピックを編集時に排他的にロックする のチェック ボックスだけがオンの場
合、トピックが開かれると、ロックされていないトピックがロックされます。キャンセル または OK をクリックすることで、ロ
ックは解除されます。 手動でロックしたトピックを編集後に解除する のチェック ボックスのみがオンの場合、OK をクリ
ックして新しいリビジョンを作成すると、手動でロックしたトピックのロックを解除します。 両方のチェック ボックスをオン
にすると、トピックを手動でまたは開くことでロックすることができます。 これらのトピックは、OK をクリックして新しいリ
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ビジョンを作成するとき、または キャンセル をクリックした（開く前に既にロックされていない場合）とき、ロックが解除さ
れます。
関連概念
個人用オプション
関連手順
ファイル ステータス情報の保存方法を制御する
個人用オプションをカスタマイズする
関連参照
ワークスペース オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
StarTeamMPX オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
ファイル オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
フォルダ オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
変更要求オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
要件オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
タスク オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
レポート テンプレート
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フォルダ オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
ツール

個人用オプション...

フォルダ

フォルダのオプション設定では、アプリケーションがフォルダを既読にするかどうかの判断に使用する条件を指定することが
できます。 その他、新しいフォルダを確認する頻度、およびフォルダのロック処理方法を設定することができます。
アイテム

説明

フォルダを編集時に排他的ロックする

プロパティ ダイアログ ボックスを開いてフォルダ編集を行うと、そのフォル
ダをロックします。 このチェック ボックスがオフの場合、プロパティ ダイアロ
グ ボックスを開いても、フォルダはロックされません。
手動でロックしたフォルダを編集後に解除す プロパティ変更後、OK をクリックして新しいリビジョンを作成したときに、フ
る
ォルダのロックを解除します。 このチェック ボックスがオフの場合、ロックは
解除されません。
表示テンプレート
アイテムの URL をクリップボードにコピーするときに使用する HTML 表現
テンプレートを指定します。 フォーマットが指定されていない場合、デフォル
トの HTML 表現がフォルダ名からアイテムのタイプを識別します。 たとえ
ば、ReadMe です。 テンプレートからテキストが生成されるとき、~~*~~ で指
定した変数はプロパティの値に置換されます。 変数にはレポート テンプレ
ートに使用されているものと同じ名前、またはプロパティ名を用いることが
できます。 プロパティ名を使用する場合、スペースが省略でき、大文字と小
文字も区別されません。 たとえば、ファイルに対して、次のサンプル テンプ
レートを使用した場合、~~FolderPath~~:~~Name~~ は HTML 表現で、指
定したファイルへの StarTeam のパスとなり、SampleProject\ReadMe とな
ります。 ここで用いられるテンプレートは、クライアントのレポート機能で使
われているテンプレートのスーパーセットです。
ID ベースの URL の生成
URL を名前ではなく、ID を用いて指定します。 たとえば、URL に ID を用
いた場合、starteam://hostname:49201/12;ns=Project;scheme=id と
なり、名前を用いると、starteam://hostname:49201/myproject となりま
す。
ビュー外のフォルダをデフォルトで表示

プログラムから開く

注： フォルダ名は常に ID ベースの URL となります。
メニューの フォルダ ツリー ビュー外のフォルダを表示 をデフォルトで有効
化します （このオプションは既に開かれているプロジェクトに対しては有効
ではありません）。
Windows 以外のオペレーティング システムで使用可能なコマンドを提供し
ます。最低 1 つのファイル タイプ、フォルダを表示します。 このコマンド
は、選択したファイルを開くための、アプリケーションへのパスとコマンドラ
イン オプションで構成されます。 以下のいずれかを行うと、このコマンドが
常に実行されます： アイテム リスト内のファイルまたはフォルダをダブル
クリック、添付ファイルをダブル クリック、レポートを生成して開いたとき。
以下に推奨するコマンドを示します： netscape -remote "openFile
($file)" これには、Netscape がさまざまなメディア タイプ（画像、テキス
ト ファイル、HTML ファイルなど）を処理できるといった理由があります。

注: ロック オプションのチェック ボックスがすべてオフの場合、フォルダを開いても、そのフォルダはロックされません。手動
でロックとロック解除を行う必要があります。 フォルダを編集時に排他的にロックする のチェック ボックスだけがオンの
場合、フォルダが開かれると、ロックされていないフォルダがロックされます。キャンセル または OK をクリックすること
で、ロックは解除されます。 手動でロックしたフォルダを編集後に解除する のチェック ボックスのみがオンの場合、
OK をクリックして新しいリビジョンが作成すると、手動でロックしたフォルダのロックが解除されます。 両方のチェック
ボックスをオンにすると、フォルダを手動でまたは開くことでロックすることができます。 これらのフォルダは、OK をクリ
ックして新しいリビジョンを作成するとき、または キャンセル をクリックした（開く前に既にロックされていない場合）と
き、ロックが解除されます。
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関連概念
個人用オプション
関連手順
ファイル ステータス情報の保存方法を制御する
個人用オプションをカスタマイズする
関連参照
ワークスペース オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
StarTeamMPX オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
ファイル オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
変更要求オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
要件オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
タスク オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
トピック オプション（[個人用オプション] ダイアログ ボックス）
レポート テンプレート
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ビュー
このセクションでは、ビューの作成および設定についての説明をします。
このセクションの内容
ビュー タイプのオプションと設定
以下の表では、新規ビュー ウィザードを用いて、さまざまなタイプのビューを作成するためのオプション設定につい
て説明します。
ビューの構成オプション
以下の表に、新規ビュー作成ウィザードを利用する際に設定可能なビューの構成オプションを示します。
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ビュー タイプのオプションと設定
以下の表は、目的のビューを作成するために、新規ビュー ウィザードで選択すべき設定を示しています。
新規ビューに期待する特徴

オプションの設定

分岐ビュー：すべて分岐（変動構成以外）

ビューのタイプ：

新規アイテム：

すべて分岐

子ビュー内の新規アイテムは親ビューには表示されず、親ビュー ルート フォルダ：
内の新規アイテムも子ビューには表示されません。
親ビューから選択
既存アイテム：
作業フォルダ：
子ビュー内の既存アイテムは、それが分岐しない限り、構成作成
競合を避けるために、親ビューの作業フォルダとは別にする必要
時に親ビューに存在していたものと同じとなります。 アイテムを分
があります。
岐しない限り、子ビュー内のアイテムに変更を加えることはできま
せん。
構成：
アイテムの動作：

変動構成以外（ラベル付き、プロモーション状態、または日付を指
定した構成）

分岐可能なアイテムはすべて、[変更時に分岐] チェック ボックス
が有効かつオンになります。
注： 子ビューの作成時に変更要求の [以下のビルドで対応] フィ
ールドが ”次のビルド” になっていると、その変更要求が分岐する
分岐可能な子アイテムを変更すると [変更時に分岐] チェック ボッ
まで ”次のビルド” は置き換わりません。
クスがオフでない限り、そのアイテムは分岐します。 分岐すると、
このチェック ボックスは無効になります。

読み取り専用の参照ビュー（固定）

ビューのタイプ：

新規アイテム：

読み取り専用の参照

子ビューに新規アイテムを追加することはできません。親ビュー内 ルート フォルダ：
の新規アイテムは子ビューに表示されます。
親ビューから選択
既存アイテム：
作業フォルダ：
既存アイテムは子ビューと親ビュー双方で同じものになり、親ビュ
通常は親ビューと同じフォルダを選択します。
ーからのみ変更できます。
構成：
アイテムの動作：
変動構成以外（ラベル付き、プロモーション状態、または日付を指
[変更時に分岐] は、親アイテムと同じ設定になりますが、変更は
定した構成）
行われないため、特に意味はありません。
このビューはロール バックできます。

派生なしビュー（ブランク分岐ビュー）

ビューのタイプ：

新規アイテム：

派生なし

子ビュー内の新規アイテムは親ビューには表示されず、親ビュー ルート フォルダ：
内の新規アイテムも子ビューには表示されません。
なし
既存アイテム：
作業フォルダ：
親ビュー内の既存アイテムは子ビューには表示されません。
競合を避けるために、親ビューの作業フォルダとは別にする必要
アイテムの動作：
があります。
[変更時に分岐] チェック ボックスは無効です。

構成：
なし

参照ビュー(読み取り/書き込み参照ビュー)

ビューのタイプ：

新規アイテム：

参照

子ビュー内の新規アイテムは子ビューと親ビュー双方に表示され ルート フォルダ：
ます。親ビュー内の新規アイテムは、子ビューがアクセスするサブ
親ビューから選択
セット内に存在すれば、双方のビューに表示されます。
作業フォルダ：
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既存アイテム：

通常は親ビューと同じフォルダを選択します。

既存アイテムは子ビューと親ビュー双方で同じものになり、どちら 構成：
のビューからも変更できます。
選択不可。常に変動構成となります。
アイテムの動作：
[変更時に分岐] は、親アイテムと同じ設定になります。
注： 子ビュー作成したラベル、削除されたオブジェクトが親ビュー
に反映されます。他のタイプの子ビューはこのような振る舞いには
なりません。

分岐ビュー：分岐なし（変動構成以外）

ビューのタイプ：

非推奨。

分岐なし（詳細タイプ）

新規アイテム：

ルート フォルダ：

子ビュー内の新規アイテムは親ビューには表示されず、親ビュー 親ビューから選択
内の新規アイテムも子ビューには表示されません。
作業フォルダ：
既存アイテム：
競合を避けるために、親ビューの作業フォルダとは別にする必要
子ビュー内の既存アイテムは、それが分岐しない限り、構成作成 があります。
時に親ビューに存在していたものと同じとなります。 アイテムを分
構成：
岐しない限り、子ビュー内のアイテムに変更を加えることはできま
せん。
変動構成以外（ラベル付き、プロモーション状態、または日付を指
定した構成）
アイテムの動作：
注： 子ビューの作成時に変更要求の [以下のビルドで対応] フィ
[変更時に分岐] チェック ボックスは選択可能ですが、最初オフと
ールドが ”次のビルド” になっていると、その変更要求が分岐する
なってます。
まで ”次のビルド” は置き換わりません。
[変更時に分岐] チェック ボックスをオンにするまでは、分岐可能
な子アイテムに変更を加えても分岐されません。 分岐すると、こ
のチェック ボックスは無効になります。

分岐ビュー：分岐なし（変動構成）

ビューのタイプ：

非推奨。異なる複数のビュー ラベルのセットが同じデータに対し
て必要なときにのみ、使用してください。

分岐なし（詳細タイプ）
ルート フォルダ：

新規アイテム：

親ビューから選択
子ビュー内の新規アイテムは親ビューに表示され、親ビュー内の
作業フォルダ：
新規アイテムは子ビューがアクセスするサブセット内に存在すれ
ば、子ビューにも表示されます。 子ビューでは、親ビューから継承 競合を避けるために、親ビューの作業フォルダとは別にする必要
した新規アイテムは [変更時に分岐] チェック ボックスがオフにな があります。
ります。
構成：
既存アイテム：
変動構成
既存アイテムは子ビューと親ビュー双方で同じものになります。子
ビュー内のアイテムが分岐しない限り、親ビューと子ビューのどち 注： ユーザーが分岐を使用して移動や共有の操作を何回も実行
らからでもアイテムの変更ができます。 ただし、アイテムを一方の する場合、変動構成ビューにすると、同じフォルダやアイテムへの
不必要な参照がいくつも作成されて、混乱が生じるおそれがあり
ビューで削除しても、もう一方のビューからは削除されません。
ます。 また、子ビューの作成時に変更要求の [以下のビルドで対
アイテムの動作：
応] フィールドが "次のビルド" になっていると、その変更要求が
子ビューで初めて分岐される場合を除き、"次のビルド" は親ビュ
[変更時に分岐] チェック ボックスは選択可能ですが、最初オフと
ーの次のビルド ラベルに置き換わります。
なってます。
[変更時に分岐] チェック ボックスをオンにするまでは、分岐可能
な子アイテムに変更を加えても分岐されません。 分岐すると、こ
のチェック ボックスは無効になります。

分岐ビュー：すべて分岐（変動構成）

ビューのタイプ：

非推奨。

すべて分岐、変動構成（詳細タイプ）

新規アイテム：

ルート フォルダ：
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子ビュー内の新規アイテムは親ビューには表示されません。親ビ
ュー内の新規アイテムは、子ビューがアクセスするサブセット内に
存在すれば、両方のビューに表示されます。 子ビューでは、親ビ
ューから継承した新規アイテムは [変更時に分岐] チェック ボック
スがオンになります。

親ビューから選択

既存アイテム：

構成：

親ビュー内の既存アイテムへの変更は、子ビュー内で対応するア
イテムが分岐していない限り、子ビューに反映されます。 子ビュー
内の既存アイテムへの変更を、親ビューに反映することもできま
す。ただし、それができるのは、そのアイテムの [変更時に分岐]
チェック ボックスがオフの場合だけです。 一方のビューでアイテム
を削除しても、もう一方のビューからは削除されません。

変動構成

アイテムの動作：
分岐可能なアイテムはすべて、[変更時に分岐] チェック ボックス
が有効かつ最初オンになっています。

作業フォルダ：
競合を避けるために、親ビューの作業フォルダとは別にする必要
があります。

注： ユーザーが分岐を使用して移動や共有の操作を何回も実行
しそうな場合、変動構成ビューにすると、同じフォルダやアイテム
への不必要な参照がいくつも作られて、混乱が生じるおそれがあ
ります。 また、子ビューの作成時に変更要求の [以下のビルドで
対応] フィールドが "次のビルド" になっていると、その変更要求
が初めて分岐される場合を除き、"次のビルド" は親ビューの次の
ビルド ラベルに置き換わります。

分岐可能な子アイテムを変更すると [変更時に分岐] チェック ボッ
クスがオフでない限り、そのアイテムは分岐します。 分岐すると、
このチェック ボックスは無効になります。

分岐ビュー：すべて分岐（変動構成）

ビューのタイプ：

新規アイテム：

すべて分岐

子ビュー内の新規アイテムは親ビューには表示されません。親ビ ルート フォルダ：
ュー内の新規アイテムは、子ビューがアクセスするサブセット内に
親ビューから選択
存在すれば、両方のビューに表示されます。 子ビューでは、親ビ
ューから継承した新規アイテムは [変更時に分岐] チェック ボック 作業フォルダ：
スがオンになります。
競合を避けるために、親ビューの作業フォルダとは別にする必要
既存アイテム：
があります。
親ビュー内の既存アイテムへの変更は、子ビュー内で対応するア
イテムが分岐していない限り、子ビューに反映されます。 子ビュー
内の既存アイテムへの変更を、親ビューに反映することもできま
す。ただし、それができるのは、そのアイテムの [変更時に分岐]
チェック ボックスがオフの場合だけです。 一方のビューでアイテム
を削除しても、もう一方のビューからは削除されません。

構成：
変動構成

注： ユーザーが分岐を使用して移動や共有の操作を何回も実行
しそうな場合、変動構成ビューにすると、同じフォルダやアイテム
への不必要な参照がいくつも作られて、混乱が生じるおそれがあ
ります。 また、子ビューの作成時に変更要求の [以下のビルドで
アイテムの動作：
対応] フィールドが "次のビルド" になっていると、その変更要求
分岐可能なアイテムはすべて、[変更時に分岐] チェック ボックス が初めて分岐される場合を除き、"次のビルド" は親ビューの次の
が有効かつオンになります。
ビルド ラベルに置き換わります。
分岐可能な子アイテムを変更すると [変更時に分岐] チェック ボッ
クスがオフでない限り、そのアイテムは分岐します。 分岐すると、
このチェック ボックスは無効になります。

関連概念
ビュー タイプの理解
ビューの概要
関連手順
ビューを管理する
ビューを作成および構成する
関連参照
ビューの構成オプション
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ビューの構成オプション
以下の表に、新規ビュー作成ウィザードを利用する際に設定可能なビューの構成オプションを示します。
構成

説明

変動構成

非推奨。 新しいビューのアイテムはすべて、親ビュー内の対応するアイテムと同じになります。 親ビュー
内のアイテムへの変更は、そのアイテムが分岐しない限り、新規ビュー内の対応するアイテムにも反映さ
れます。 一方、新規ビュー内のアイテムへの変更は、そのアイテムが分岐しない限り、親ビューにも反映
されます（ほとんどの場合、そのアイテムへの最初の変更で、分岐が起こります）。 親ビュー内の新規ア
イテムは分岐ビューに表示されます。 ただし、分岐ビューに追加された新規アイテムは、新規ビューが
「分岐なし」タイプの場合に限り、親ビューに表示されます。

ラベル付きの構成

新しいビューのアイテムはすべて、親ビュー内において指定されたラベルを持っていたものとなります。
どのような場合でも、そのラベルが添付されていたアイテムのリビジョンが、その新しいビューにおけるチ
ップ リビジョンとなります。 親ビューにビュー ラベルがない場合、このオプションは無効になります。 親ビ
ューへの変更は新しいビューへ影響しません。そのビューが元となっているラベルに対する変更の場合
もそうです。 新規ビューで、アイテムに対して [変更時に分岐] を設定している場合を除き、そのアイテム
は読み取り専用になり、変更することはできません。

プロモーション状態の構成 新しいビューのアイテムはすべて、親ビュー内において指定されたプロモーション状態の一部であったも
のとなります。 どのような場合でも、そのプロモーション状態の一部であったアイテムのリビジョンが、そ
の新しいビューにおけるチップ リビジョンとなります。 親ビューにプロモーション状態が定義されていない
場合は、このオプションは無効です。 親ビューへの変更は新しいビューへ影響しません。そのプロモーシ
ョン状態や割り当てられているラベルに対する変更の場合もそうです。 新規参照ビューで、アイテムに対
して [変更時に分岐] を設定している場合を除き、そのアイテムは読み取り専用になり、変更することはで
きません。
次の時点の構成

新しいビューに、指定した日時の時点で存在するアイテムのみ含まれます。 どのような場合でも、新しい
ビューにおける各アイテムのチップ リビジョンは、その指定した時間より前で最も近いリビジョンとなりま
す。 親ビューに対する変更は新規ビューには反映されません。 新規ビューで、アイテムに対して [変更
時に分岐] を設定している場合を除き、そのアイテムは読み取り専用になり、変更することはできませ
ん。

関連概念
ビュー タイプの理解
ビューの概要
関連手順
ビューを管理する
ビューを作成および構成する
関連参照
ビュー タイプのオプションと設定
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監査ログ イベント
イベントとは、アイテムに対して実行されたアクションです。 たとえば、アイテムがファイルであれば、バージョン管理機能に
追加、バージョン管理機能から削除できます。 このようなイベントが、監査ログに記録されます。 以下のイベントは、ほとん
どのアイテムに発生します。

♦ 追加
♦ 分岐
♦ コメント編集
♦ ラベル作成
♦ ラベル削除
♦ ロック
♦ ロック強制解除
♦ 変更済み
♦ 元の場所から移動
♦ 別の場所へ移動
♦ 共有
♦ ロック解除
♦ 変換
♦ 編集
♦ アイテム上書き（外部アーカイブ ファイルがネイティブ ファイルになったとき）
♦ データ保管庫を変換
♦ ラベル作成
♦ 変更済み
♦ ラベル削除
♦ ラベル凍結
♦ ラベル凍結解除
♦ ラベル添付
♦ ラベル移動
♦ ラベル添付解除
♦ 変更済み
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共通オプションの一覧
次の表に各コンポーネントで実行できる一般操作を一覧表示します。
操作

ファイル 変更要求

要件

タスク

移動

〇

〇

いいえ

アイテムを新しい いいえ
場所にドラッグする

いいえ

アイテムへのショ
ートカットの作成

〇

フォルダ

監査

可、ただし Microsoft
〇
Project Integration を使
用している場合は不可。

〇

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

フォルダを移動 いいえ
すると、そのフォ
ルダ内のアイテ
ム、子フォル
ダ、および子フ
ォルダ内のアイ
テムも移動す
る。

〇

〇

〇

〇

〇

いいえ

アイテムをサード 〇
パーティ製のアプ
リケーションにコピ
ーする（URL 指
定）

〇

〇

〇

〇

〇

いいえ

Ctrl を押しながら 〇
アイテムを新しい
場所にドラッグする

〇

〇

〇

〇

〇

いいえ

分岐動作

〇

〇

いいえ

いいえ

いいえ

〇

いいえ

過去のある時点へ 〇
の構成または凍結

〇

〇

〇

〇

〇

いいえ

ロック

〇

〇

〇

〇

〇

いいえ

いいえ

同じ種類の 2 つの 〇
アイテムのプロパ
ティの比較

〇

〇

〇

〇

いいえ

いいえ

2 つのリビジョンの 〇
プロパティの比較

〇

〇

〇

〇

〇

いいえ

リビジョン履歴の
表示

〇

〇

〇

〇

〇

〇

いいえ

リビジョン プロパテ 〇
ィの表示

〇

〇

〇

〇

〇

いいえ

リビジョン コメント 〇
の編集

〇

〇

〇

〇

〇

いいえ

リビジョンのマージ 可

不可、ただしビ
ューのマージの
一環として行わ
れる場合のみ可

不可、ただしビ 不可、ただしビューのマ 不可、ただしビ 不可、ただしビ いいえ
ューのマージの ージの一環として行われ ューのマージの ューのマージ
一環として行わ る場合のみ可
一環として行わ （多くの場合、管
れる場合のみ可
れる場合のみ可 理者が行う）の
一環として行わ
れる場合のみ可

フィールドの内容
に基づいた検索

〇

〇

〇

〇

〇

いいえ

〇

クエリによる選択

〇

〇

〇

〇

〇

いいえ

〇
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トピック

ラベルによる選択 〇

〇

〇

〇

〇

いいえ

いいえ

ラベルのリビジョン 〇

〇

〇

〇

〇

〇

いいえ

参照の表示

〇

〇

〇

〇

〇

〇

いいえ

フォルダおよびア
イテムへのリンク

〇

〇

〇

〇

〇

〇

いいえ

選択中のアイテム 〇
のデフォルト レポ
ートを印刷する

〇

〇

〇

〇

いいえ

いいえ

アイテムを電子メ
ールで送信する

〇

〇

〇

〇

いいえ

〇

いいえ

変更発生時に電子 いいえ
メールの通知を受
信（管理者が通知
を有効にしている
場合）

可、担当者が変 可、自分が担当 可、自分が担当している 可、自分が受信 いいえ
更された場合の しているアイテ アイテムへのすべての変 者となっている
み
ムへのすべての 更
アイテムへのす
変更
べての変更

いいえ

システム トレイ通 いいえ
知の制御

〇

いいえ

いいえ

アイテムを未読/
既読にする

いいえ

可、ツリーを未 可、ツリーを未 可、ツリーを未読/既読
読/既読にする 読/既読にする にすることも可
ことも可
ことも可

可、ツリーを未 いいえ
読/既読にする
ことも可

いいえ

アイテムのフラグ
付け

〇

〇

〇

〇

〇

いいえ

いいえ

削除

〇

〇

〇

〇

〇

〇

いいえ

アクセス権の設定 〇
通常、 この操作は
管理者によって実
行される。

〇

〇

〇

〇

〇

いいえ

レポートの作成

〇

〇

〇

〇

〇

いいえ

〇

グラフの作成

〇

〇

〇

〇

〇

いいえ

〇

〇

〇
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〇

StarTeam キーワード一覧
プロジェクトに対してキーワードの展開を有効にすることで、テキスト ファイルにキーワードを埋め込むことができます。 こ
のようなキーワードは、ファイルのチェックアウトの際に自動的に展開され、ファイルとリビジョンについての情報がファイル
に追加されます。 キーワードは、1 行に 1 つだけ使用できます。
アイテム

説明

$Author$
$Date$ と $DateUTC$

リビジョンをチェックインしたユーザーです。
リビジョンに対する日時スタンプです。 $DateUTC$ は $Date$ と同じです
が、ローカル時刻の代わりに UTC 時刻が使用されます。 簡単に見分けら
れるよう、UTC 時刻の最後には "Z" という文字が付きます。
作業ファイル、リビジョン、日時、作成者を組み合わせたものです。
$HeaderUTC$ は $Header$ と同じですが、ローカル時刻の代わりに UTC
時刻が使用されます。 簡単に見分けられるよう、UTC 時刻の最後には "Z"
という文字が付きます。

$Header$ と $HeaderUTC$

Java ユーザーの場合、$Header$ で展開されるヘッダーに \u（Unicode の
指定）が含まれていると、問題が発生する場合があります。 たとえば、
foo.java という名前のファイルが D:\util に保存されているとします。 最
初に $Header$ 付きでコンパイルしたときは、ヘッダーは次のように展開さ
れます：
$Header: D:\util\foo.java, 1, 7/27/99 11:05:48 AM, StarTeam
Server Administrator$

$History$

たとえ、このヘッダーが Java のコメントに含まれていても、Java コンパイラ
は常に \u を検索します。 foo.java を 2 回目にコンパイルすると、コンパ
イル エラーになります。
通常、ソース ファイルのコメント フィールド内に追加します。 $History$ キ
ーワードは、最新（チップ）リビジョンに対する履歴レコードを作成し、このキ
ーワードの後に情報を配置します。 たとえば、最初にファイルをチェックア
ウトした後、ファイルには次の行が含まれます。
// ...
// $History
// 1 YourProject 1.0 2005-11-19 00:06:57Z Joe Smith
// This is a revision comment.
// $
StarTeam はファイルに履歴情報を追加し、それがバージョン管理されるよ
うに、“$” 記号の外側に配置します。 履歴レコードは、バージョン管理され
るファイル内容の一部になるので、いつでも余分な履歴レコードを削除でき
ます。 このファイルを変更してチェックインすると、それ以降のチェックアウ
トでは、次のように $History$ キーワードの直後にレコードが 1 行追加さ
れます。
// $History
// 2 YourProject 1.0 2006-06-01 00:06:57Z Joe Smith
// This is a another revision comment.
// $
// 1 YourProject 1.0 2005-11-19 00:06:57Z Joe Smith
// This is a revision comment.

1021

StarTeam は、レコードを同期させるために、MD5 と展開後のファイルのロ
ーカル ファイル タイムスタンプを使用します。 したがって、チップ リビジョ
ンをチェックアウトすると、StarTeam は、そのファイルを最新ステータスで
あると報告します。たとえ、比較ツールが、ローカルに保存されているファ
イルに、サーバーに保存されているファイルのバージョンと比べて、余分な
履歴レコードがあることを示していてもです。
重要： // $ だけの行は削除しないでください。 StarTeam は、// $ の区
切りの範囲内に最新の履歴リビジョン情報を配置します。 それ以外のリビ
ジョン エントリは、この区切り行の外側にあります。 この行を削除すると、
StarTeam は、$History$ キーワードを認識しません。
$Id$
$HeaderUTC$ と似ていますが、組み合わされるのは、作業ファイル、分岐
リビジョン番号（バージョンの前に "v" が付いたもの、v 1.2.1.0 など）、
UTC タイム、および作成者です。 分岐リビジョン番号はドット記法で表され
ます。
$Locker$
ファイルを排他的にロックしているユーザーです（存在する場合）。
$Log$、$Log[x]$、$LogUTC$、$LogUTC[x]$ ファイルの変更履歴。 $Log$ は、複数行のエントリに展開される特殊なキ
ーワードです。 $Log$ キーワードは、ファイルの各リビジョンに対する情報
を含むように展開されます。 リビジョン履歴には、リビジョン番号、日時、作
成者、およびチェックイン理由が含まれます。
ファイル内にリビジョンごとのエントリを保持するには、$Log$ を使用しま
す。
エントリを保持するリビジョン数を制限するには、$Log[x]$ を使用します。
x は、保持するエントリの数です。 たとえば、$Log[8]$ と指定すると、最新
の 8 リビジョンに対するエントリが保存されます。 x に対して 1 より小さい
値または数字ではない文字を指定すると、StarTeamx は無視されて、すべ
てのエントリが保持されます（$Log$ と同じ）。

$NoKeywords$
$Project$
$Revision$
$Folder$
$Workfile$

$LogUTC$ と $LogUTC[x]$ は、$Log$ と $Log[x]$ と同じですが、ローカル
時刻の代わりに UTC 時刻が使用されます。 UTC 時刻の最後には "Z" と
いう文字が付きます。
ファイルの残りの部分に対して、キーワード展開をオフにします。
プロジェクトの名前です。
リビジョン番号（整数）です。
フォルダの名前です。
作業ファイルの非修飾名です（foo.cpp など）。

警告: リビジョン コメントではキーワードを使用しないでください。リビジョン コメントは、キーワード展開処理の中で展開さ
れるからです。

関連概念
個人用オプション
関連手順
キーワード展開を有効にする
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索引
[ウィンドウ] メニュー, 839
[タスク] メニュー, 830
[ツール] メニュー, 838
[トピック] メニュー, 833
[ビュー] メニュー, 816
[ファイル] メニュー, 821
[フォルダ ツリー] メニュー, 817
[フォルダ] メニュー, 818
[プロジェクト] メニュー, 815
[ヘルプ] メニュー, 840
[変更要求] メニュー, 824
[監査] メニュー, 836
[要件] メニュー, 827
APE（代替プロパティ エディタ）
プロジェクト, 320
app-control.xml, 32
app-control.xml ファイル, 32
Cross-Platform Client
ユーザー インターフェイス, 100
Datamart
概念, 96
EOL 処理, 161
EOL 文字, 465
LCOMM, 808
Toolbar Utility
UI, 126
カスタマイズする, 278 307
サーバーへログオンする, 271 305
ツールのプロパティを変更する, 277 281 306 310
更新する, 283 284 312 313
開く, 314
ToolBar Utility
開く/閉じる, 314
URL
ショートカット, 688 749
VCM, 221
VCMUtility, 211
アイテム
プロパティ, 466 517 706
フラグを付ける, 507
検索する, 473
詳細, 469 518
アカウント情報, 297
アクセス権
プロジェクト, 321
フォルダ, 328
アクティブ処理アイテム, 322
インストール
StarTeam, 19
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オプション
カスタマイズする, 301
オンライン完全削除
サーバー, 32
キーワード
キーワード展開, 1021
キーワード展開, 323
クエリ
概念, 90
コピーする, 654
作成する, 655
削除する, 658
編集する, 659
適用する, 660
グラフ
概念, 93
グラフ タイプ, 739
色を設定する, 740
グラフ ウィンドウ
UI, 111
サーバー
ログオンする, 271 305
サーバー管理ツール
ユーザー インターフェイス, 114
サーバー間のリンク
外部リンク, 202
ショートカット, 266
キーボード, 865 868
作成する, 690 751
ソート
分類する, 294 475 662
タスク
概念, 69
チェックアウト
ファイル, 511
BCO, 523
チェックイン
アトミック, 265
コメント, 522 692
ファイル, 513
チェックインとチェックアウト, 159
テスト
レポート, 82
データ
エクスポートする, 718
トピック
概念, 70
作成する, 598
バージョン生成オブジェクトのプロパティ
プロパティ, 808 894
パスワード, 298
ビュー, 137

オプション, 1014 1017
プロパティ, 351
分岐する, 361
反復型開発のシナリオ, 146
説明, 356
ビュー比較/マージ, 117
VCM のアクセス権, 235
VCM セッションでの自動マージ, 215
VCM セッションのヒント, 240
VCM ソースで新規あり, 255
VCM ソースで新規あり (プロモート), 255
VCM ソースで新規あり、固定 (プロモート), 255
VCM タスクのアクセス権, 238
VCM ターゲット フォルダはソース ビューに変動共有が
ある, 254
VCM トピックのアクセス権, 239
VCM ビューのアクセス権, 235
VCM ファイルのアクセス権, 237
VCM プロジェクトのアクセス権, 235
VCM 変更要求のアクセス権, 237
VCM 子の変動共有, 253
VCM 子フォルダのアクセス権, 236
VCM 要件のアクセス権, 238
VCM 親フォルダで失敗, 252
VCM 親フォルダは無視, 252
VCMUtility, 368 374 384 386 397 403 404
412 428
カスタム マージ タイプ, 368
コミットする, 407
デフォルトのマージ タイプのオプションとアクションを変
更する, 379
デフォルトのマージ タイプを変更する, 379
データの準備, 240
共有, 変動, 258
変更なし, 256
比較/マージ, 367 373 380 381 382 384 389
396 397 400 410 411 428
比較する/マージする, 371 374 375 376 378
386 387 388 391 392 394 395 399 401
403 404 405 406 412 414 416 426 431
433
比較のみ, 211 261
比較ペインでの差分の色, 124 223
移動, 256 258
ファイル
概念, 60
アクティブ処理アイテム, 521 634 677
ステータス, 296 525 529 959 961
チェックアウトする, 539 699
ビュー外のフォルダ, 492 535
プロジェクト, 492 526 535
プロパティ, 870 873 875 877 880 883
ベースライン, 678
リンクする, 635 679
名前を変更する, 478 530
1024

読み取り専用に設定する, 537
開く, 527
ファイル比較/マージ
ユーザー インターフェイス, 119
エンコード設定, 457
ショートカット, 780 866
ビュー比較/マージ, 124 223
保存する, 441 447
差分タイプの色, 123
比較/マージ, 440 456
比較する, 459
比較する/マージする, 436 438 439 442 443
445 446 448 450 452 454 490 719
フィルタ
概念, 94
コピーする, 664
作成する, 667
削除する, 669
編集する, 670
フィールド
概念, 95
カスタマイズ, 302
フォルダ
概念, 57
アイテム, 285 463 480 481 484 486 510 534
パス, 149
ビュー, 350 477 488 500
フォルダ/アイテム
構成する, 482
フォルダとファイル
非表示にする, 479 533
プロジェクト, 130
ショートカット, 332 333
プロジェクト間の依存関係, 133
プロパティ, 329
名前, 336
拡張処理リンク, 341 342 649
プロジェクト間のアクティビティ
プロジェクト, 135
プロパティ
電子メール, 467 707
比較する, 693 700 709 714
プロモーション状態, 151
ラベル, 167
アイテム, 493 618
ソートする, 621
ビュー, 346 348 606 609
フォルダ, 496 622
プロパティ, 615 710
プロモートする, 325 608
リビジョン, 612 617 628 630 631 632 694
696 697 702
凍結する, 624

降格する, 326 611
リビジョン
コメント, 337
リンク
概念, 71 973
アイテム, 501 547 643
チェックイン, 638
ファイル, 536 639
フォルダ、アイテム, 498 637 712
プロパティ, 641 713
リビジョン, 650 703
拡張処理リンク, 642 648 683 686
レポート
概念, 91
テンプレート, 721 731 990
テンプレート タイプ, 991
テンプレート ファイル, 990
作成する, 338 499 722
出力パスを構成する, 724
印刷する, 723
レポート テンプレート
フィールドをカスタマイズする, 720 730
ログオフ, 274
ログオン
サーバー, 272
オプション, 299
ロック/ロック解除
アイテム, 470 519 543
一括チェックアウト ユーティリティ, 164
代替アプリケーション
エディタ/マージ ユーティリティ/比較ユーティリティ,
300
作業フォルダ, 157
個人用オプション, 154
共有アイテムの分岐
共有アイテム, 175
処理アイテム, 196
変更パッケージ, 197
処理アイテムと処理リンク
リンク, 199
処理タスク
リンク, 205
フィルタ, 645 672 684
処理ルール
処理アイテム, 196 203
プロジェクト, 330 681
処理ルールと処理アイテム
アクティブ処理アイテム, 207
分岐
ビュー, 172 363
オプション, 173
共有アイテム, 360

変更要求, 177
前のバージョン
ファイル リビジョン, 504 538 698
参照
概念, 182
アイテム, 188
オブジェクト, 193
共有する, 191
分岐する, 186
初期, 183
参照アイテムを選択する, 503
場所の参照
フォルダ, 339 505
変動アイテム, 178
変更セッション, 219
変更パッケージ
プロパティ, 806 892
変更パッケージ オブジェクト
ビュー比較/マージ, 217
変更パッケージの再生, 219
変更パースペクティブ
UI, 105
変更パッケージ, 370 372 413 417 418 419
420 421 422 423 424 430
変更要求
概念, 62 84
フィルタをカスタマイズする, 564 675
リンクする, 546 640
レポートをカスタマイズする, 567 725 732
作成する, 556
割り当てる, 563
対応完了にする, 574
外部アイテムへのリンク
外部リンク, 646
実行可能ビット
UNIX, 516
排他的ロック
チェックイン, 324
接続プロパティ, 343
新機能, 34
比較
履歴, 458 701
比較/マージ
レポート, 736
比較のみ ビュー
VCM, 234
監査ログ
検索する, 601
フィルタする, 604
電子メール, 602
監査ログのエントリ, 603
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要件
概念, 68
作成する, 578
言語
ロケール, 293
詳細ペイン
カスタマイズする, 276
タスク, 855
トピック, 858
ファイル, 850
フォルダ, 848
変更要求, 852 862
要件, 860
通知
表示する, 286
開く, 286
電子メール通知, 843
非ファイル アイテムのプロパティの比較
アイテムのプロパティ, 464
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