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入門
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関連トピック

StarTeam 2009 Release 2 Eclipse Client における新機能 (14 ページ)
ライセンスの概要 (18 ページ)
UI ツアー (19 ページ)
入門の手順 (39 ページ)
開発者サポート (64 ページ)

StarTeam 2009 Release 2 Eclipse Client における新機能

関連トピック

入門 (14 ページ)
EOL 処理の向上 (14 ページ)
Me クエリー (15 ページ)
ファイルタイププロパティー (16 ページ)
外部リンク (16 ページ)
アイテムのコピーと貼り付け (17 ページ)
代替フォルダーアイコン (17 ページ)
Layout Designer (17 ページ)
File Compare/Merge (18 ページ)

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、EOL 変換が、以前はチェックイン時に壊す場合があった Unicode ファイルに対しても正しく動作する
ようになりました。

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。
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。
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以前の STEC バージョンとの互換性のために、チェックアウト「EOL 変換」が要求されておらず、EOL 形
式が未定義の場合、ファイルはサーバーに追加されたときの EOL 変換でチェックアウトされます。

このリリースの StarTeam Eclipse Client では、次の新しい EOL 処理が導入されています。

• プロパティーは、ファイルの詳細に引き続き「EOL 文字」として表示されます。
• EOL 形式プロパティーに意味があるのは、チェックアウト操作中のテキストファイルだけです。
• EOL プロパティーには次の値があります。

• 未定義（SDK では null）：StarTeam Eclipse Client 2009 Release 2 よりも前のリリースで追加さ
れたファイルに使用されます。

• 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
ションが使用されます。

• 固定 CR、固定 LF、および固定 CRLF：この EOL 形式は常に使用されます。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ます。

• EOL 形式プロパティーは、チェックインダイアログボックスおよびファイルオプションダイアログ
ボックスで設定できます。

• チェックインオプションの自動 EOL 変換の実行は削除されています。
• デフォルトでは、新しいテキストファイルがチェックインされるか、EOL形式が未定義のテキストファ
イルの新しいリビジョンがチェックインされるときに、SDK で EOL 形式が算出され、ファイルの EOL
変換がプラットフォームのデフォルトと一致すると、EOL 形式はクライアント定義に設定されます。そ
れ以外の場合、EOL形式は見つかった変換（[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（未定義以外）に変更できます。
• EOL 形式の設定に関係なく、チェックインされたテキストファイルでは常に、データ保管庫で標準
（CRLF）形式が使用されます。

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、「チェックが付いた状態」に変更され
ています（ユーザーがまだそのオプションを定義していない場合）。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。

関連トピック

StarTeam 2009 Release 2 Eclipse Client における新機能 (14 ページ)

Me クエリー
StarTeamEclipseClientでは、"Me"クエリーが導入されています。"Me"クエリーを設定すると、クエリー
の作成時にユーザー名を指定しなくても、現在ログインしているユーザーに対して評価されます。
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関連トピック

StarTeam 2009 Release 2 Eclipse Client における新機能 (14 ページ)

ファイルタイププロパティー
チェックイン時の詳細オプションで新しいファイルタイププロパティーを使用すると、ASCII、バイナリ、
または Unicode ファイルタイプを選択できます。

関連トピック

StarTeam 2009 Release 2 Eclipse Client における新機能 (14 ページ)

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できます（サーバー間でのアイテム同
士のリンク）。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、そのリンクが標準リンクではなく外部リンクであることを明
確に示す装飾が施され、[リンク]タブに、外部リンクの表示/非表示を切り替えることができる新しいチェッ
クボックスが用意されています。

• 標準リンクで利用できる処理（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 StarTeam Eclipse Client で開く必要があります。

• [リンク] ビューには、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、外部リンクに対するアイテムの詳細が、[リンク]ビューにURLで表され、対
象アイテムを見つける方法がわかります。

• 外部リンクの各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ーを表示する機能
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。つまり、リンクのソースアイテム（CRなど）から外部リンクを表示す
るか、または外部サーバーにあるアイテム（CRからリンクされたファイルなど）を表示するかどうかに
関係なく、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ることはあり
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 以降に存在するオブ
ジェクトに対してだけです。また、StarTeam Eclipse 2009 Release 2 を使用する必要があります。外
部リンクのソースアイテムだけが、StarTeam 2009 Server 以降に存在する必要があります。

• 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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関連トピック

StarTeam 2009 Release 2 Eclipse Client における新機能 (14 ページ)

アイテムのコピーと貼り付け
同じビュー内、およびサーバー間で、ファイルアイテムとフォルダアイテムを除くすべてのアイテムをコ
ピーできます。また、特定のビュー内で 1 つのアイテムの複数のコピーを作成することもできます。同じ
サーバー上の複数のビューまたはプロジェクトで同じアイテムが必要な場合は、コピーする代わりに共有す
る必要があります。それぞれのアイテムのコンテキストメニューを使用して、コピーと貼り付けを行いま
す。StarTeam Eclipse Client アイテムを貼り付けると、コピーしたアイテムと同じ値を持つ新しいアイテ
ムが作成されます。また、ユーザーが貼り付け操作を選択すると、2 つのアイテム間にリンクを作成するか
どうかを確認するダイアログボックスが表示されます。

関連トピック

StarTeam 2009 Release 2 Eclipse Client における新機能 (14 ページ)

代替フォルダーアイコン
フォルダーツリーでは、新しいフォルダーアイコンが追加されました。これは、デフォルトの作業パスで
はなく、作業フォルダーの代替パスを使用しているフォルダーを示します。

関連トピック

StarTeam 2009 Release 2 Eclipse Client における新機能 (14 ページ)

Layout Designer
StarTeam Layout Designer を利用すると、アプリケーションに含まれているフォームをカスタマイズでき
ます。カスタムフォームは、カスタムプロパティーの表示、ユーザーの所属組織にとって関心のないデフォ
ルトプロパティーの非表示、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でき
ます。

たとえば、[変更要求のプロパティー] ダイアログボックスを設計して、最初のタブ（または唯一のタブ）
にカスタムフィールドを含めることができます。Layout Designer で設計されたプロパティーエディター
は、通常、StarTeamEnterpriseでのみ使用されます。これは、これらのエディターは、StarTeamEnterprise
Advantage に付属の StarTeam Workflow Designer で作成されたカスタムワークフロールールとは併用
できないためです。

StarTeamLayoutDesignerは、通常、カスタムプロパティーエディターを設計する管理者のワークステー
ションにインストールします。Layout Designer のインストールの詳細については、『StarTeam インス
トールガイド』の StarTeam Layout Designer のインストールに関するセクションを参照してください。
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関連トピック

StarTeam 2009 Release 2 Eclipse Client における新機能 (14 ページ)

File Compare/Merge
File Compare/Merge 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[File Compare/Merge]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動的アクションボタンが表示されま
す。

[FileCompare/Merge]には、エディターペインでよく実行する必要があるアクションに対応したコンテキ
ストメニューおよびツールバーが用意されています。差分を解決するには、アイテムのコンテキストメ
ニューを使用して、ソースバージョンまたはターゲットバージョンを採用するか、差分をマージするよう
に指定します。[File Compare/Merge] ウィンドウは、3 方向のマージ比較モードで開き、自動または手動
でマージを実行できます。

関連トピック

StarTeam 2009 Release 2 Eclipse Client における新機能 (14 ページ)

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。

注: ライセンスは、StarTeam Server に登録する必要があります。 StarTeam クライアントアプリ
ケーションでは、StarTeam Server からライセンス情報を得るため、ランセンス登録は不要です。

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。

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サーバーをラ
イセンス登録すると、クライアントでは要件コンポーネント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。
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指名ユーザーライセンスは、その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。

ライセンスの詳細については、『StarTeam インストールガイド』を参照してください。

関連トピック

入門 (14 ページ)

UI ツアー
ここでは、StarTeam Eclipse Client ユーザーインターフェイスを構成するパースペクティブおよびビュー
について説明します。

関連トピック

入門 (14 ページ)
パースペクティブ (19 ページ)
ビュー (22 ページ)
アイテムエディター (38 ページ)
ツールバーボタン (326 ページ)

パースペクティブ
ここでは、StarTeam Eclipse Client パースペクティブについて説明します。

関連トピック

UI ツアー (19 ページ)
StarTeam アクティビティーパースペクティブ (20 ページ)
StarTeam クラシックパースペクティブ (21 ページ)
ツールバーボタン (326 ページ)
パースペクティブとビューを開く (50 ページ)
メニューおよびツールバー (324 ページ)
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ファイルをチェックインする (223 ページ)
マッピングオプション (341 ページ)
ファイルをチェックアウトする (225 ページ)
マッピングオプション (341 ページ)
StarTeamMPX プロファイルを構成する (53 ページ)
パースペクティブとビューを開く (50 ページ)
パースペクティブとビューを開く (50 ページ)
オプション設定 (327 ページ)
パースペクティブとビューを開く (50 ページ)
パースペクティブとビューを開く (50 ページ)
パースペクティブとビューを開く (50 ページ)
パースペクティブとビューを開く (50 ページ)
パースペクティブとビューを開く (50 ページ)
ビュー (22 ページ)
パースペクティブとビューを開く (50 ページ)
パースペクティブとビューを開く (50 ページ)
ファイルをチェックインする (223 ページ)
マッピングオプション (341 ページ)
ファイルをチェックアウトする (225 ページ)
マッピングオプション (341 ページ)

StarTeam アクティビティーパースペクティブ
StarTeamアクティビティーパースペクティブでは、アクティビティー駆動型の開発に推奨されるUIレイ
アウトを提供します。ファイルでの作業や編集を行い、StarTeam をソース管理プロバイダとして使用して
いる場合、このパースペクティブでビューを使用できます。

このパースペクティブでは、アイテムビューと詳細ビューが横に並んで表示され、それとは別にエディター
領域が用意されています。そのため、StarTeam リポジトリと同期する前に、ファイルの編集を比較し、変
更を確認できます。また、アクティビティー駆動型の開発アプローチが採用されているため、割り当てられ
ているアクションアイテムの選択、エディター領域でのそれらのアイテムに対する作業、処理アイテムのス
テータスの変更、および関連する作業のチェックインが可能です。

StarTeamアクティビティーパースペクティブでは、StarTeamクラシックパースペクティブに備えられ
ているすべてのビュー（[エディター] ビューを含む）が開きます。

デフォルトでは、このパースペクティブには次のビューが含まれています。

• エディター
• サーバー・エクスプローラー
• パッケージ・エクスプローラー
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• ナビゲーター
• 変更要求
• 要件
• タスク
• トピック
• 監査ログ
• プロパティー
• 履歴
• ラベル
• リンク
• 参照

いずれかのパースペクティブまたはビューを開くと、メインメニューコマンドとともに StarTeam 特定の
ツールバーボタンが表示されます。

注: StarTeam サーバー構成に接続すると、ナビゲーターおよびパッケージ・エクスプローラーで、
StarTeamプロジェクトまたはビュー名が括弧で囲まれ、ルートフォルダー名の横に表示されます。た
とえば、ルート Eclipse プロジェクトフォルダーがMyProject、プロジェクト名が StarDraw、ビュー
名が MyView の場合、ナビゲーターおよびパッケージ・エクスプローラーには次のように表示されま
す。MyProject [StarDraw/MyView]

関連トピック

パースペクティブ (19 ページ)
パースペクティブとビューを開く (50 ページ)
メニューおよびツールバー (324 ページ)
ツールバーボタン (326 ページ)

StarTeam クラシックパースペクティブ
StarTeamクラシックパースペクティブは、Cross-Platform Client を疑似的に再現し、ユーザーに馴染み
のあるクライアント環境を提供するために用意されています。疑似的なクライアント作業環境が必要な場合
は、このパースペクティブを選択してください。このパースペクティブは、変更要求コンポーネントやト
ピックコンポーネントなど、大きな表示領域が必要なコンポーネントを確認するために使用できます。

StarTeamクラシックパースペクティブでは、StarTeamアクティビティーパースペクティブに備えられ
ているすべてのビュー（ただし、[エディター] ビューを除く）が開きます。

デフォルトでは、StarTeam クラシックパースペクティブには次のビューが含まれています。

• サーバー・エクスプローラー
• パッケージ・エクスプローラー
• ナビゲーター
• 変更要求
• 要件
• タスク
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• トピック
• 監査ログ
• プロパティー
• 履歴
• ラベル
• リンク
• 参照

いずれかのパースペクティブまたはビューを開くと、メインメニューコマンドとともに StarTeam 特定の
ツールバーボタンが表示されます。

注: StarTeam サーバー構成に接続すると、ナビゲーターおよびパッケージ・エクスプローラーで、
StarTeamプロジェクトまたはビュー名が括弧で囲まれ、ルートフォルダー名の横に表示されます。た
とえば、ルート Eclipse プロジェクトフォルダーがMyProject、プロジェクト名が StarDraw、ビュー
名が MyView の場合、ナビゲーターおよびパッケージ・エクスプローラーには次のように表示されま
す。MyProject [StarDraw/MyView]

関連トピック

パースペクティブ (19 ページ)
パースペクティブとビューを開く (50 ページ)
メニューおよびツールバー (324 ページ)
ツールバーボタン (326 ページ)

ビュー
重要: ビューという用語は、ここでは Eclipse UI の観点で使用されています。この用語を StarTeam
で使用されるビューと混同しないでください。StarTeamでは、ビューはアプリケーションフォルダの
ツリービューとそのツリーの各フォルダに関連付けられているアイテムで構成されます。

パースペクティブまたはビューを開くと、メインメニューコマンドと共に StarTeam固有のツールバーボ
タンが別途表示されます。

プロジェクトを作成すると、そのプロジェクトの初期ビュー（ルートビュー）も作成されます。初期ビュー
は、プロジェクトと同じ名前を持ち、ルートフォルダと子フォルダのツリービューで構成されます。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、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ため、動的ビューと呼ばれ、
共同開発に適しています。

ただし、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、このビューを基に
追加のプロジェクトビューを作成できます。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動作をさせることもできます。

たとえば、次のような目的でビューを使用します。
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• 製品のリリース 2.5 とリリース 3.0 の両方に同じフォルダーツリーを実装します。このことを行う最も
簡単な方法は、リリース 2.5 に使用されるビューに基づいてリリース 3.0 の新しいビューを作成するこ
とです。

• 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。

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。必要に
応じて、ビューを比較およびマージできます。たとえば、最終的にメンテナンス5と新規開発5.0からベー
スラインビューにファイルをマージする場合があります。ビューは非常に柔軟性があります。たとえば、
ビューは、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
は読み取り専用です。アイテムの正確な状態が表示されますが、変更することはできません。

関連トピック

UI ツアー (19 ページ)
サーバー・エクスプローラー (23 ページ)
[履歴] ビュー (25 ページ)
[注釈] ビュー (26 ページ)
[変更要求] ビュー (28 ページ)
[詳細] ビュー (30 ページ)
[要件] ビュー (31 ページ)
[タスク] ビュー (32 ページ)
[トピック] ビュー (33 ページ)
[監査] ビュー (35 ページ)
[リンク] ビュー (36 ページ)
[ラベル] ビュー (37 ページ)
[参照] ビュー (37 ページ)
[検索結果] ビュー (38 ページ)

サーバー・エクスプローラー
最上位ノードは、プロジェクトの共用ウィザードでサーバー構成に指定した一意の名前です。サーバー構成
のルートノードを展開すると、StarTeamプロジェクト、ビュー、フォルダ、およびファイルが表示されま
す。Server Explorerを開くには、次のいずれかを実行します。
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• Window ➤ Show View ➤サーバー・エクスプローラーを選択します。
• Window➤ Show View➤ Otherを選択し、ツリーノードからサーバー・エクスプローラーを選択し
ます。

Server Explorer、またはワークベンチの下部にあるステータスバーでサーバー構成名の横にログイン名が
表示される場合、そのサーバー構成への接続は存在します。

Server Explorerビューには、サーバー構成、プロジェクト、ビュー、およびフォルダーツリービューが表
示されます。このビューでは、次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：各サーバー、ビュー、プロジェクト、およびフォルダ名の前に特
定のアイコンが表示されます。このツリービューでノードの 1 つを選択すると、そのノードに関連する
情報を使用して StarTeam 関連の他のすべてのビューが更新されます。

• 分岐の展開と折りたたみ：Server Explorerで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。

• 右クリックによるコンテキストメニューコマンド：Server Explorerでノードを選択して右クリックす
ると、選択したノードに固有のコマンドを提供するコンテキストメニューが表示されます。

サーバー・エクスプローラーのコンテキストメニューアクション

サーバー構成レベルでは、コンテキストメニューを使用して次のアクションを実行できます。

• 新しい StarTeam プロジェクト、ビュー、およびフォルダを作成します。
• 既存のサーバー構成の接続プロパティーを変更します。
• サーバー構成への接続を削除します。
• サーバー構成にログオンします。

プロジェクトレベルでは、コンテキストメニューを使用して次のアクションを実行できます。

• [変更要求]、[要件]、[タスク]、[トピック] ビューなどのさまざまな StarTeam ビューでプロジェクト
を開きます。

• 新しいビューおよびフォルダを作成します。
• プロジェクトを削除します。
• Cross-Platform Client をすばやく起動するためのデスクトップショートカット（.stx）を作成します。
• プロジェクトのプロパティー（キーワード展開や処理ルールなどのオプションを含む）を変更します。

ビューレベルでは、コンテキストメニューを使用して次のアクションを実行できます。

• [変更要求]、[要件]、[タスク]、[トピック] ビューなどのさまざまな StarTeam ビューでビューを開き
ます。

• 新しいビューおよびフォルダを作成します。
• ラベルとプロモーション状態を作成、削除、および変更します。
• ビューのプロパティー（ビュー名、分岐設定、作業フォルダ構成など）を変更します。
• ビューを削除します。
• Cross-Platform Client をすばやく起動するためのデスクトップショートカット（.stx）を作成します。

フォルダレベルでは、コンテキストメニューを使用して次のアクションを実行できます。
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• 新しいフォルダ、変更要求、要件、タスク、またはトピックを作成します。
• [変更要求]、[要件]、[タスク]、[トピック] ビューなどのさまざまな StarTeam ビューでフォルダを開
きます。

• フォルダをローカルで開きます。
• フォルダをワークスペースプロジェクトとしてチェックアウトして、既存のワークスペースプロジェク
トに含めたり、新規プロジェクトウィザードで構成したりします。

• URLおよびHTML表現を作成し、それらをWindows クリップボードにコピーして、電子メールアプリ
ケーション、Wordドキュメント、Excelスプレッドシートなどに貼り付けます。これにより、StarTeam
でそのフォルダをすばやく開くことができます。

• ラベルのプロパティーを作成、添付、添付解除、および変更します。
• フォルダのプロパティー（フォルダ名やフォルダから除外するファイルなど）を変更します。
• カスタムフィールドを追加、編集、有効化、または無効化します。
• フォルダ構成を変更します。
• フォルダを削除します。
• リンクを作成、完了、およびキャンセルします。
• Cross-Platform Client をすばやく起動するためのデスクトップショートカット（.stx）を作成します。

ファイルレベルでは、コンテキストメニューを使用して次のアクションを実行できます。

• [変更要求]、[要件]、[タスク]、[トピック] ビューなどのさまざまな StarTeam ビューでファイルを開
きます。

• ファイルが格納されているローカルフォルダを開きます。
• ファイルのプロパティー情報と追加のテキストを電子メールメッセージとして送信します。
• ロックステータスを設定します。
• URLおよびHTML表現を作成し、それらをWindows クリップボードにコピーして、電子メールアプリ
ケーション、Wordドキュメント、Excelスプレッドシートなどに貼り付けます。これにより、StarTeam
でそのファイルをすばやく開くことができます。

• ラベルを作成、添付、および添付解除します。
• ファイルに対してフラグを設定したり、フラグを削除したりします。
• ファイルを削除します。
• リンクを作成、完了、およびキャンセルします。
• Cross-Platform Client をすばやく起動するためのデスクトップショートカット（.stx）を作成します。
• ファイルのプロパティー（ファイル名、説明、ファイル保存オプションなど）を表示および変更します。

関連トピック

ビュー (22 ページ)

[履歴] ビュー
[履歴]ビューには、選択したアイテムに関する履歴情報が表示されます。このビューは、バージョン管理に
おいて重要な役割を果たします。該当するファイルまたはアイテムを選択すると、そのファイルまたはアイ
テムの過去のすべてのリビジョンのリストが [履歴] ビューに自動的に表示されます。リビジョンのリスト
は、チップリビジョンから初期リビジョンの順になります。リビジョンをダブルクリックすると、そのプロ
パティーが表示されます。右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます。このコンテキスト
メニューを使用すると、リビジョンのプロパティーの確認、リビジョンの比較、およびリビジョンに関連付
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けられているコメントの変更が可能です。また、ファイルについては、デフォルトのエディターでファイル
を表示したり、適切なアプリケーションで開いたりすることもできます。

[履歴] ビューを開くには、次のいずれかのアクションを実行します。

• Window ➤ Show View ➤履歴を選択します。
• Window➤ Show View➤ Otherを選択し、Server Explorer ツリーノードから履歴を選択します。

[履歴] ビューに表示されるデフォルトの列は次のとおりです。

• ビュー – ファイルが属しているビュー。
• リビジョン – リビジョンがチェックインされたときに StarTeam によって割り当てられた番号。
• 作成者 – リビジョンをチェックインした人。
• 時間 – リビジョンの日時。
• コメント – リビジョンの作成理由。
• 分岐リビジョン – アイテムの分岐番号。

[履歴] ビューのコンテキストメニューアクション

[履歴] ビューのコンテキストメニューでは、次のタスクを実行できます。

• リビジョンの内容をデフォルトのエディターで表示します（ファイルのみ）。
• リビジョンのプロパティーを表示します。
• リビジョンを比較します。
• リビジョンのプロパティーを比較します。
• リビジョンに関連付けられているコメントを変更します。
• URLおよびHTML表現を作成し、それらをWindows クリップボードにコピーして、電子メールアプリ
ケーション、Wordドキュメント、Excelスプレッドシートなどに貼り付けます。これにより、StarTeam
でそのアイテムをすばやく開くことができます。

• Cross-Platform Client をすばやく起動するためのデスクトップショートカット（.stx）を作成します。
• 選択したファイルが格納されているローカルフォルダを開きます。

関連トピック

ビュー (22 ページ)

[注釈] ビュー
注釈は、テキストドキュメントに加えられた変更に関する履歴情報を示します。注釈ビューは、他の
StarTeam ビュー（詳細、履歴、リンク、ラベルビューなど）と同じ場所に表示されるタブペインです。
このビューには、選択したテキストファイルの内容、Server Explorer内のファイルへの作業フォルダハイ
パーリンク、および次のような注釈情報（左余白部）が表示されます。

• 特定の行を記述または変更した各ユーザーの名前、および変更された行。
• 各変更が行われたファイルリビジョンのドット記法。
• 関連付けられている処理アイテムのプロパティーへのハイパーリンク（ファイルリビジョンにリンクさ
れている場合）。

• [情報] アイコン。このアイコンをクリックすると、ファイルリビジョンとそれに関連付けられている処
理アイテムの詳細が表示されます。

26 | 入門



注釈ビューを開くには、次のアクションを実行します。

• Window ➤ Show View ➤注釈を選択します。
• Window ➤ Show View ➤ Otherを選択し、StarTeam ツリーノードから注釈を選択します。

[注釈] ビューのツールバーおよびメニューアクション

[注釈] ビューのツールバーとリストボックスでは、次のアクションを実行できます。

• 選択した StarTeam アイテムにビューをリンク（リンク解除）します。
• 最新の情報に更新します。
• 前の内容に戻ります。
• 次の内容に進みます。
• StarTeam オプションを開きます。

エディターの注釈

StarTeamの注釈機能では、チーム➤注釈を表示コンテキストメニューアクションを実行することもでき
ます。このアクションではエディターの左余白部に注釈情報が表示されます。このアクションは任意の共有
ファイルまたはリポジトリファイルに対して呼び出すことができます。このメニューアクションを使用す
るには、サーバー・エクスプローラー、Navigator、または Package Explorerで、テキストファイルを
右クリックします。注釈では StarTeam クイック差分プロバイダを利用してリビジョン情報が表示され、
ユーザーは、現在のエディターに合わせてリビジョンを切り替えるよう、StarTeam によって要求されま
す。

注釈は、エディターの左余白部に表示され、注釈ビューと同期されます。このため、エディターで注釈を選
択すると、注釈ビューでもその注釈が選択されます。左余白部のデフォルトの配色はリビジョン存続期間別
になっています。暗い色（最新の変更）から明るい色（古い変更）に徐々に変化します。配色を変更して、
変更に関連した作成者を区別したり、リビジョン存続期間と作成者の両方を表示したりすることができま
す。

また、一般の履歴ビューの内容も、エディターの注釈と同期されます。履歴ビューでリビジョンを選択す
ると、ドキュメント内の行のうち、選択したリビジョンに関係しているすべての行について左余白部の注釈
境界線が強調表示され、選択したリビジョンによって作成された変更の範囲が右余白部に表示されます。逆
に、エディターの左余白部で注釈を選択すると、履歴ビュー内の対応するリビジョンが強調表示されます。

左余白部のフィールドは、マウスの動きに反応し、関係している変更の詳細と共にカーソル情報を示しま
す。この情報は、注釈ビューの情報アイコンをクリックしたときに表示される情報と同じです。カーソル
ウィンドウ上で F2を押すと、フォーカスが設定され、詳細を確認したり、リビジョンにリンクされている
処理アイテム候補へのハイパーリンクを使用したりすることができます。また、注釈情報内で処理アイテム
へのリンクをクリックすると、変更要求、タスク、または要件ビューでもそのアイテムが選択および表示
されます。

エディターの [注釈] コンテキストメニューアクション

注釈ビューにはコンテキストメニューアクションはありませんが、エディターの注釈ペインでは次の [リ
ビジョン] コンテキストメニューアイテムを使用していくつかのアクションを実行できます。

• リビジョン情報の表示/非表示を切り替えます。
• 境界線の色をリビジョン日別に表示します。
• 境界線の色を変更に寄与した作成者別に表示します。
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• リビジョン日と作成者の両方を表示するように境界線の配色を変更します。
• 作成者の名前を表示します。
• リビジョン ID（ドット記法のリビジョン番号）を表示します。

関連トピック

ビュー (22 ページ)
注釈を表示する (244 ページ)

[変更要求] ビュー
変更要求ビューを開くには、次のいずれかのアクションを実行します。

• Window ➤ Show View ➤変更要求を選択します。
• Window ➤ Show View ➤ Otherを選択し、StarTeam ツリーノードから変更要求を選択します。

変更要求ビューを開くと、変更要求リストが表示されます。

変更要求ビューには、次の特性を持つすべての変更要求が表示されます。

• Server Explorerから選択されたフォルダに入っている。
• フィルターリストボックスから選択されたフィルターの条件に一致する。
• すべての子孫ボタンで指定された検索深度に一致する。

変更要求リストの使用

変更要求ビューに表示される変更要求リストでは、次のオプションを含め、さまざまな操作を実行できま
す。

• View unread items:自分が担当している、まだ確認していない変更要求を確認するには、太字の変更
要求を探します。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。

• View properties:特定の変更要求のプロパティーダイアログボックスを開くには、その変更要求をダ
ブルクリックします。

• Review change request type:特定の変更要求に関連付けられているアイコンを見て、そのタイプを
判断します。

• 障害•

• 提案

• Reviewchange request status:特定の変更要求に関連付けられているアイコンを見て、現在のステー
タスを判断します。

• 新規
• 対応開始
• 処理中
• 先送り

• Review change request severity level:特定の変更要求に関連付けられているアイコンを見て、現在
の重要度を判断します。
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重要度高•

• 重要度中
• 重要度低

変更要求データのフィルターとソート

列のデータで変更要求をソートしたり、[変更要求]ビューのツールバーで使用できる定義済みのフィルター
に基づいて、表示を変更したりすることができます。

変更要求の列見出しをクリックすることにより、表示されている変更要求をその列内の値に基づいてソート
できます。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で実行されます。[重要度] の
昇順表示は、[低]、[中]、[高]の順です。[ステータス]の昇順表示では変更要求のライフサイクルが反映さ
れるため、これらのアイテムは [新規] から [対応完了] の順に表示されます。[優先度] の昇順表示は、[な
し]から [あり]の順です。ソートの順序を昇順から降順に変更するには、もう一度その列見出しをクリック
します。ソートの方向を示す三角形のマークが一次ソート列の見出しに表示されます。

[変更要求] ビューのデフォルトの列

変更要求ビューには、次のデフォルトの列を表示できます。

• CR 番号：変更要求の最初の提出時に StarTeam によって割り当てられた番号。
• 概要：変更要求の簡単な説明。
• タイプ：[障害] または [提案]。
• ステータス：変更要求のライフサイクルの指標。ステータスの分類は、[新規]、[対応開始]、[処理中]、
[先送り]、[解決]、[検証終了（対応完了）]、[再現不能]、[設計どおり]、[解決]、[記録]、[重複]です。

• 重要度：変更要求の深刻度。[重要度] は、[低]、[中]、または [高] です。
• 担当者：変更要求を担当する人。
• 対応ビルド：変更要求が解決されるビルド。
• 対応者：変更要求を解決したユーザーの名前。ステータスが [再現不能]、[設計どおり]、[解決]、[記
録]、または [重複] になっている変更要求は解決されています。

• テスト済み最終ビルド：変更要求への対応が行われているビルド。
• 回避策：変更要求に対する解決（修正）以外の回避策。
• 変更日時：変更要求が最後に変更された日時。
• 優先度：変更要求の優先度が高いか低いかを示す指標。
• 説明：障害または提案の完全な説明（問題の再現手順を含む）。
• テストコマンド：変更要求の解決策をテストするために使用できるコマンド。
• 解決策：変更要求によって対処される問題の解決策。
• 提出日時：変更要求が提出された日時。
• 提出者：変更要求を提出した人。

[変更要求] ビューのツールバーおよびコンテキストメニューアクション

ここで説明する他の機能に加え、[変更要求] ビューのツールバーおよびコンテキストメニューでは、次の
オプションを使用できます。

• 定義済みのフィルターを適用して、変更要求リストを表示します。
• 変更要求を検索します（CTRL+F）。
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• 選択した StarTeam アイテムにビューをリンク（リンク解除）します。
• 必要に応じて、クライアントで情報を表示する深さを決定するすべての子孫を表示します。
• すべてのアイテムを選択します。
• ラベルまたは定義済みのクエリーを使用してアイテムを選択します。
• ビューに表示するフィールドを決定します。
• 最大 4 個までの基準を指定してソートを実行します。
• クエリーを作成、編集、コピー、または削除します。
• 現在のビューフィルターを保存またはリセットします。
• フィルターを作成、編集、保存、または削除します。
• 新しい変更要求を作成します。
• [履歴]、[ラベル]、[リンク]、[参照] ビューなどのさまざまなビューで変更要求を開きます。
• 変更要求のプロパティーを変更および確認します。
• 変更要求のプロパティーのテキスト表現と追加のテキストを電子メールで送信します。送信される情報
には、ビューに表示されているフィールドが含まれます。

• 2 つの変更要求のプロパティーを比較します。
• ロックステータスを設定します。
• アイテムを既読または未読にマーク付けします。
• カスタムフィールドを追加、編集、有効化、または無効化します。
• URLおよびHTML表現を作成し、それらをWindows クリップボードにコピーして、電子メールアプリ
ケーション、Wordドキュメント、Excelスプレッドシートなどに貼り付けます。これにより、StarTeam
でそのアイテムをすばやく開くことができます。

• ラベルを作成、添付、および添付解除します。
• ファイルに対してフラグを設定したり、フラグを削除したりします。
• 変更要求を削除します。
• リンクを作成、完了、およびキャンセルします。
• Cross-Platform Client をすばやく起動するためのデスクトップショートカット（.stx）を作成します。
• アイテムをアクティブ処理アイテムとして設定したり、その設定をクリアしたりします。

関連トピック

ビュー (22 ページ)
変更要求で作業する (245 ページ)
変更要求を作成する (246 ページ)

[詳細] ビュー
詳細ビューには、選択したアイテムのプロパティーに関するカスタマイズ版の概要とテキスト詳細が表示さ
れます。

詳細ビューを開くには、次のいずれかのアクションを実行します。

• Window ➤ Show View ➤詳細を選択します。
• Window ➤ Show View ➤ Otherを選択し、StarTeam ツリーノードから詳細を選択します。
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[詳細] ビューのツールバーおよびメニューアクション

詳細ビューのツールバーとドロップダウンメニューでは、次のアクションを実行できます。

• 選択した StarTeam アイテムにビューをリンク（リンク解除）します。
• 最新の情報に更新します。
• 前の内容に戻ります。
• 次の内容に進みます。
• StarTeam オプションを開きます。

[詳細] ビューのコンテキストメニューアクション

詳細ビューには、コンテキストメニューアクションはありません。

関連トピック

ビュー (22 ページ)
[詳細] ビューをカスタマイズする (285 ページ)
[詳細] ビューのカスタマイズ用テンプレート (396 ページ)

[要件] ビュー
要件ビューを開くには、次のいずれかを実行します。

• Window ➤ Show View ➤要件を選択します。
• Window ➤ Show View ➤ Otherを選択し、StarTeam ツリーノードから要件を選択します。

要件ビューを開くと、要件リストが表示されます。

要件ビューには、次の特性を持つすべての要件が表示されます。

• Server Explorerから選択されたフォルダに入っている。
• フィルターリストボックスから選択されたフィルターの条件に一致する。
• すべての子孫ボタンで指定された検索深度に一致する。

[要件] ビューのツールバーおよびコンテキストメニューアクション

[要件] ビューのツールバーおよびコンテキストメニューでは、次のタスクを実行できます。

• 定義済みのフィルターを適用して、要件リストを表示します。
• 要件を検索します（CTRL+F）。
• 選択したアイテムにビューをリンク（リンク解除）します。
• 必要に応じて、クライアントで情報を表示する深さを決定するすべての子孫を表示します。
• リスト形式またはツリー形式で表示します。
• すべてのアイテムを選択します。
• ラベルまたは定義済みのクエリーを使用してアイテムを選択します。
• ビューに表示するフィールドを決定します。
• 最大 4 個までの基準を指定してソートを実行します。
• クエリーを作成、編集、コピー、または削除します。
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• 現在のビューフィルターを保存またはリセットします。
• フィルターを作成、編集、保存、または削除します。
• 新しい要件および子要件を作成します。
• [履歴]、[ラベル]、[リンク]、[参照] ビューなどのさまざまなビューで要件を開きます。
• 要件のプロパティーを変更および確認します。
• 要件のプロパティーのテキスト表現と追加のテキストを電子メールで送信します。送信される情報には、
ビューに表示されているフィールドが含まれます。

• 2 つの要件のプロパティーを比較します。
• ロックステータスを設定します。
• アイテムまたはスレッドを既読または未読にマーク付けします。
• カスタムフィールドを追加、編集、有効化、または無効化します。
• URLおよびHTML表現を作成し、それらをWindows クリップボードにコピーして、電子メールアプリ
ケーション、Wordドキュメント、Excelスプレッドシートなどに貼り付けます。これにより、StarTeam
でそのアイテムをすばやく開くことができます。

• ラベルを作成、添付、および添付解除します。
• ファイルに対してフラグを設定したり、フラグを削除したりします。
• 要件を削除します。
• リンクを作成、完了、およびキャンセルします。
• Cross-Platform Client をすばやく起動するためのデスクトップショートカット（.stx）を作成します。
• アイテムをアクティブ処理アイテムとして設定したり、その設定をクリアしたりします。

関連トピック

ビュー (22 ページ)
要件で作業する (260 ページ)

[タスク] ビュー
タスクビューでは、チームメンバは、誰がいつどのようなタスクを実行する必要があるかを簡単に確認で
きます。また、チームメンバは、タスクの現在のステータスの確認、タスクの完了に要する時間の見積り、
費やした時間の記録、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です。

タスクビューを開くには、次のいずれかのアクションを実行します。

• Window ➤ Show View ➤タスクを選択します。
• Window ➤ Show View ➤ Otherを選択し、StarTeam ツリーノードからタスクを選択します。

タスクビューを開くと、既存のタスクが表示されます。タスクまたはサブタスクをダブルクリックすると、
選択したタスクのプロパティーダイアログボックスが表示されます。

タスクビューには、次の特性を持つすべてのタスクが表示されます。

• Server Explorerから選択されたフォルダに入っている。
• フィルターリストボックスから選択されたフィルターの条件に一致する。
• すべての子孫ボタンで指定された検索深度に一致する。
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[タスク] ビューのツールバーおよびコンテキストメニューアクション

[タスク] ビューのツールバーおよびコンテキストメニューでは、次のタスクを実行できます。

• 定義済みのフィルターを適用して、タスクリストを表示します。
• タスクを検索します（CTRL+F）。
• 選択した StarTeam アイテムにビューをリンク（リンク解除）します。
• 必要に応じて、クライアントで情報を表示する深さを決定するすべての子孫を表示します。
• リスト形式またはツリー形式で表示します。
• すべてのアイテムを選択します。
• ラベルまたは定義済みのクエリーを使用してアイテムを選択します。
• ビューに表示するフィールドを決定します。
• 最大 4 個までの基準を指定してソートを実行します。
• クエリーを作成、編集、コピー、または削除します。
• 現在のビューフィルターを保存またはリセットします。
• フィルターを作成、編集、保存、または削除します。
• 新しいタスクおよびサブタスクを作成します。
• 作業記録をタスクまたはサブタスクに追加します。
• [履歴]、[ラベル]、[リンク]、[参照] ビューなどのさまざまなビューでタスクを開きます。
• タスクのプロパティーを変更および確認します。
• タスクのプロパティーのテキスト表現と追加のテキストを電子メールで送信します。送信される情報に
は、ビューに表示されているフィールドが含まれます。

• 2 つのタスクのプロパティーを比較します。
• ロックステータスを設定します。
• アイテムまたはスレッドを既読または未読にマーク付けします。
• カスタムフィールドを追加、編集、有効化、または無効化します。
• URLおよびHTML表現を作成し、それらをWindows クリップボードにコピーして、電子メールアプリ
ケーション、Wordドキュメント、Excelスプレッドシートなどに貼り付けます。これにより、StarTeam
でそのアイテムをすばやく開くことができます。

• ラベルを作成、添付、および添付解除します。
• ファイルに対してフラグを設定したり、フラグを削除したりします。
• タスクを削除します。
• リンクを作成、完了、およびキャンセルします。
• Cross-Platform Client をすばやく起動するためのデスクトップショートカット（.stx）を作成します。
• アイテムをアクティブ処理アイテムとして設定したり、その設定をクリアしたりします。

関連トピック

ビュー (22 ページ)
タスクで作業する (268 ページ)

[トピック] ビュー
トピックビューでは、チームメンバは、プロジェクト、特定のファイル、障害などに関する問題を取り上
げて議論できます。
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トピックビューを開くには、次のいずれかのアクションを実行します。

• Window ➤ Show View ➤トピックを選択します。
• Window ➤ Show View ➤ Otherを選択し、StarTeam ツリーノードからトピックを選択します。

トピックビューを開くと、既存のトピックとレスポンスが表示されます。トピックビューでトピックまた
はレスポンスをダブルクリックすると、プロパティーダイアログボックスが表示されます。

トピックビューには、次の特性を持つすべてのトピックとレスポンスが表示されます。

• Server Explorerまたはいずれかの Eclipse エクスプローラーから選択されたフォルダに入っている。
• [トピック] ビューのツールバーのフィルターリストボックスから選択されたフィルターの条件に一致
する。

• [トピック] ビューのツールバーのすべての子孫オプションで指定された検索深度に一致する。

[トピック] ビューのツールバーおよびコンテキストメニューアクション

[トピック] ビューのツールバーおよびコンテキストメニューでは、次のアクションを実行できます。

• 定義済みのフィルターを適用して、トピックリストを表示します。
• トピックを検索します（CTRL+F）。
• 選択したアイテムにビューをリンク（リンク解除）します。
• 必要に応じて、クライアントで情報を表示する深さを決定するすべての子孫を表示します。
• リスト形式またはツリー形式で表示します。
• すべてのアイテムを選択します。
• ラベルまたは定義済みのクエリーを使用してアイテムを選択します。
• ビューに表示するフィールドを決定します。
• 最大 4 個までの基準を指定してソートを実行します。
• クエリーを作成、編集、コピー、または削除します。
• 現在のビューフィルターを保存またはリセットします。
• フィルターを作成、編集、保存、または削除します。
• 新しいトピックを作成したり、既存のトピックに応答したりします。
• 履歴、ラベル、リンク、参照などのさまざまなビューでトピックを開きます。
• トピックのプロパティーを変更および確認します。
• トピックのプロパティーのテキスト表現と追加のテキストを電子メールで送信します。送信される情報
には、ビューに表示されているフィールドが含まれます。

• 2 つのトピックのプロパティーを比較します。
• ロックステータスを設定します。
• アイテムまたはスレッドを既読または未読にマーク付けします。
• カスタムフィールドを追加、編集、有効化、または無効化します。
• URLおよびHTML表現を作成し、それらをWindows クリップボードにコピーして、電子メールアプリ
ケーション、Wordドキュメント、Excelスプレッドシートなどに貼り付けます。これにより、StarTeam
でそのアイテムをすばやく開くことができます。

• ラベルを作成、添付、および添付解除します。
• ファイルに対してフラグを設定したり、フラグを削除したりします。
• トピックを削除します。
• リンクを作成、完了、およびキャンセルします。
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• Cross-Platform Client をすばやく起動するためのデスクトップショートカット（.stx）を作成します。
• アイテムをアクティブ処理アイテムとして設定したり、その設定をクリアしたりします。

関連トピック

ビュー (22 ページ)
トピックで作業する (278 ページ)

[監査] ビュー
監査ビューには、フォルダ、ファイル、要件、変更要求、タスク、およびトピックに対して実行されたアク
ションに関するデータを時間順に蓄積した記録が表示されます。

監査ビューを開くには、次のいずれかを実行します。

• Window > Show View > 監査を選択します。
• Window > Show View > Otherを選択し、StarTeam ツリーノードから監査を選択します。

監査ビューを開くと、選択したビューに関する監査ログのリストが表示されます。

監査ビューには、次に該当するすべての監査情報が表示されます。

• Server Explorerから選択されたフォルダに入っている。
• フィルターリストボックスから選択されたフィルターの条件に一致する。
• すべての子孫ボタンで指定された検索深度に一致する。

監査ログリストの使用

StarTeamでは、監査ログエントリは移動、共有、変更、または分岐できません。ただし、一部の操作はこ
れらのアイテムに対して実行できます。たとえば、監査ビューでアイテムを検索できます。監査ログリス
ト内のアイテムのうち、指定した列値を持つアイテムを検索するには、[監査]ビューのツールバーでリスト
ボックスの矢印をクリックし、検索、次を検索、または前を検索を選択します。

監査ログデータのフィルターとソート

列のデータで監査ログをソートしたり、[監査]ビューのツールバーで使用できる定義済みのフィルターに基
づいて表示を変更したりすることができます。

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。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で実行されます。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。ソートの方向を示す三角形のマーク
が一次ソート列の見出しに表示されます。

[監査] ビューのデフォルトの列

監査ビューには、次のデフォルトの列を表示できます。

• ユーザー – アクションを実行する人。
• 作成日時 – アクションの日時。
• クラス名 – オブジェクトのタイプ（ファイル、フォルダ、変更要求、トピックなど）。
• イベント – アクションの名前（作成、追加、削除、変更、分岐、元の場所から移動、共有、ロック、ロッ
ク解除、別の場所への移動、ロック強制解除など）。
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• アイテム – クラス名に関連付けられているアイテム番号。つまり、作成されたアイテムのタイプ（タス
ク、トピック、変更要求など）。

• ビュー – オブジェクトが配置されているビューの名前。
• プロジェクト – オブジェクトが配置されているプロジェクトの名前。

[監査] ビューのツールバーおよびコンテキストメニューアクション

[監査] ビューのツールバーおよびコンテキストメニューでは、次のアクションを実行できます。

• 定義済みのフィルターを使用してログエントリをフィルタリングします。
• 監査ログエントリを検索します（CTRL+F）。
• 選択した StarTeam アイテムにビューをリンク（リンク解除）します。
• 必要に応じて、クライアントで情報を表示する深さを決定するすべての子孫を表示します。
• URLおよびHTML表現を作成し、それらをWindows クリップボードにコピーして、電子メールアプリ
ケーション、Wordドキュメント、Excelスプレッドシートなどに貼り付けます。これにより、StarTeam
で対象のアイテムをすばやく開くことができます。

• Cross-Platform Client をすばやく起動するためのデスクトップショートカット（.stx）を作成します。

関連トピック

ビュー (22 ページ)

[リンク] ビュー
リンクビューには、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
関係が表示されます。

リンクビューを開くには、次のいずれかを実行します。

• Window ➤ Show View ➤リンクを選択します。
• Window ➤ Show View ➤ Otherを選択し、StarTeam ツリーノードからリンクを選択します。

[リンク] ビューのコンテキストメニューアクション

[リンク] ビューのツールバーおよびコンテキストメニューでは、次のタスクを実行できます。

• 選択したアイテムにビューをリンク（リンク解除）します。
• リンクされているアイテムを選択します。
• リンクされているファイルにラベルを添付したり、ファイルからラベルを添付解除したりします。
• リンクを変動にしたり（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が古いチッ
プリビジョンから新しいチップリビジョンへ変更されるようにします）、リンクを固定にします（リン
クをチップリビジョンに固定します）。

• リンクを削除します。
• リンクとソース/ターゲットアイテムのプロパティーを変更します。
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関連トピック

ビュー (22 ページ)

[ラベル] ビュー
[ラベル]ビューには、対応するフォルダまたはアイテムに割り当てられているラベルのリストが表示されま
す。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。ほぼすべてのタイプの StarTeamアイテ
ムにラベルを添付できます。

ラベルビューを開くには、次のいずれかのアクションを実行します。

• Window ➤ Show View ➤ラベルを選択します。
• Window ➤ Show View ➤ Otherを選択し、StarTeam ツリーノードからラベルを選択します。

StarTeam には、次の 2 つのタイプのラベルが用意されています。

• ビューラベル。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。複数
の用途がありますが、主にビューのタイムスタンプや、ビルドラベルとして使用されます。

• リビジョンラベル。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る場合です。

[ラベル] ビューのコンテキストメニューアクション

[ラベル] ビューのツールバーおよびコンテキストメニューでは、次のアクションを実行できます。

• 選択したアイテムにビューをリンク（リンク解除）します。
• ラベルを添付/添付解除します。
• ラベルのプロパティーを変更します。

関連トピック

ビュー (22 ページ)
ラベル (146 ページ)

[参照] ビュー
参照ビューには、元のフォルダまたはアイテムとそれに基づいて作成した別のフォルダまたはアイテムとの
間の関係が示されます。[参照] ビューを確認して、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できます。

参照ビューを開くには、次のいずれかを実行します。

• Window ➤ Show View ➤参照を選択します。
• Window ➤ Show View ➤ Otherを選択し、StarTeam ツリーノードから参照を選択します。

[参照] ビューのコンテキストメニューアクション

[参照] ビューのツールバーおよびコンテキストメニューでは、次のタスクを実行できます。
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• 選択した StarTeam アイテムにビューをリンク（リンク解除）します。
• 参照されているアイテムのプロパティーを変更します。

関連トピック

ビュー (22 ページ)
参照 (132 ページ)

[検索結果] ビュー
検索する式を入力した後、次のオプションを指定できます。

• タイプ – 使用可能なリストボックスからアイテムタイプを選択します。たとえば、トピックアイテムの
みを検索できます。

• 検索場所 – 検索に含めるサーバー、ビュー、プロジェクト、またはフォルダの横にあるチェックボック
スをオンにします。

• 検索対象 – アイテムプロパティーで検索のスコープを絞り込む方法を選択します。
• オプション – 検索を再帰的にし、式の一致条件として大文字と小文字を区別するには、該当するチェッ
クボックスをオンにします。

StarTeam での検索の結果が検索結果ビューに表示されます。

関連トピック

ビュー (22 ページ)
プロジェクトを検索する (216 ページ)

アイテムエディター
変更要求、要件、タスク、およびトピックは、次の 2 つの方法で作成および編集できます。

• ダイアログボックスプロパティーエディター（モーダル）
• 組み込みプロパティーエディター（非モーダル）

それぞれに、固有の利点があります。

ダイアログボックスプロパティーエディター

ダイアログボックスエディターは、新しいアイテムを作成する場合と、既存のアイテムのステータスを編
集または確認する場合で、別々のウィンドウで開きます。

ダイアログボックスプロパティーエディターでは、次のことが可能です。

• ワークスペースに負担をかけることなく、アイテムを作成または変更します。
• ファイルの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などの別のダイアログボックス内
からダイアログボックスプロパティーエディターを開きます。

たとえば、チェックインダイアログボックスの処理アイテムまたは変更領域から、使用している処理
アイテムのプロパティーダイアログボックスを開き、その概要をチェックインダイアログボックスの
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説明フィールドにコピーできます。チェックインダイアログボックス自体はモーダルであり、ワークス
ペース UI をブロックするため、このような操作は組み込みエディターでは不可能です。

組み込みプロパティーエディター

組み込みプロパティーエディターは、Eclipse 形式のルック＆フィールで Eclipse エディターペインで開き
ます。アイテムを組み込みエディターで開くと、組み込みプロパティーエディターが優先され、そのアイテ
ムのプロパティーダイアログボックスのコントロールが無効になります。

組み込みプロパティーエディターでは、次のことが可能です。

• 組み込みプロパティーエディターを開いたまま、Eclipse で他の作業を続行します。
• 複数の組み込みプロパティーエディターを同時に開きます。
• プロパティーエディター間でテキストの内容をドラッグします。
• エディター内のファイルから組み込みプロパティーエディター内のフィールドにテキストブロックをド
ラッグします。

• イメージやログファイルなどのファイルをServer Explorerから組み込みプロパティーエディターの添
付ファイルタブにドラッグアンドドロップします。

• 1つ以上のアイテムをアイテムビューからエディターペインにドラッグすることによって、アイテムプ
ロパティーエディターをすばやく開きます。

• アクティブなタブページの見出しに警告およびエラーメッセージを表示します。
• アイテムに対する変更が未保存であることを確認します。未保存の場合、タブのエディタータイトルの
横にアスタリスクが表示されます。

関連トピック

UI ツアー (19 ページ)
要件および子要件を作成する (260 ページ)
タスクおよびサブタスクを作成する (268 ページ)
トピックおよびレスポンスを作成する (279 ページ)

入門の手順
このセクションでは、アプリケーションの入門をすぐに開始するための主要な手順を説明します。

関連トピック

入門 (14 ページ)
ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
プロジェクトを作成し、ローカルファイルを同期する (164 ページ)
既存のフォルダをチェックアウトする (227 ページ)
オプションを設定する (50 ページ)
パースペクティブとビューを開く (50 ページ)
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ログオンする (51 ページ)
ログオフする (51 ページ)
機能を構成する (52 ページ)
新しい接続を作成する (160 ページ)
StarTeam 接続を削除する (53 ページ)
StarTeamMPX プロファイルを構成する (53 ページ)
サーバー構成を削除する (54 ページ)
選択内容を使用してビューをリンクする (54 ページ)
チーム設定オプションをエクスポートする (55 ページ)
チーム設定オプションをインポートする (55 ページ)
バックグラウンド操作を設定する (56 ページ)
バックグラウンド操作を表示する (56 ページ)
サーバー構成を更新する (57 ページ)
リビジョンを比較する (197 ページ)
ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)

ワークスペースプロジェクトを共用する
プロジェクトの共用ウィザードを使用するときに、これらの上位レベルのステップを順に実行します。

1. プロジェクトの共用ウィザードを開きます。
2. 必要に応じて、新しい StarTeam 接続を作成します。
3. StarTeam Server にログオンします。
4. リポジトリの場所の情報を入力します。
5. ワークスペースプロジェクトを StarTeam リポジトリと同期します。
6. ワークスペースプロジェクトファイルをリポジトリにチェックインします。

これらの手順では、次のように仮定しています。

• ユーザーはまだ、StarTeam サーバー構成との接続を作成していない。
• ユーザーは既に、共用するワークスペースに複数の Eclipse プロジェクトを作成している。
• ユーザーには、Eclipse プロジェクトと共用している StarTeam サーバー構成用に作成した既存の
StarTeam プロジェクトがある。

関連トピック

入門の手順 (39 ページ)
プロジェクトの共用ウィザードを開く (160 ページ)
新しい接続を作成する (160 ページ)
既存の接続を使用してサーバーにログオンする (161 ページ)
共有するプロジェクト、ビュー、およびフォルダを指定する (161 ページ)
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新たに共用されたプロジェクトを同期する (166 ページ)
ワークスペースプロジェクトファイルをチェックインする (167 ページ)
プロジェクトで作業する (157 ページ)
プロジェクトの共用ウィザードを開く (160 ページ)
新しい接続を作成する (160 ページ)
既存の接続を使用してサーバーにログオンする (161 ページ)
共有するプロジェクト、ビュー、およびフォルダを指定する (161 ページ)
新たに共用されたプロジェクトを同期する (166 ページ)
ワークスペースプロジェクトファイルをチェックインする (167 ページ)
新しい接続を作成する (160 ページ)
ファイルをチェックインする (223 ページ)
マッピングオプション (341 ページ)
ファイルをチェックインする (223 ページ)
マッピングオプション (341 ページ)

プロジェクトの共用ウィザードを開く
1. Navigatorまたは Package Explorerで、共用するプロジェクトのルートノードを選択します。
2. 選択したプロジェクトを右クリックして、チーム ➤プロジェクトの共用を選択します。
プロジェクトの共用ウィザードが表示されます。

3. リポジトリタイプとして [StarTeam] を選択して、次へをクリックします。
ウィザードの次の画面が表示され、ワークスペースプロジェクトを構成して StarTeam リポジトリを使
用できるようになります。

関連トピック

ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)

新しい接続を作成する
1. 新規 StarTeam 接続の作成を選択し、次へをクリックします。
2. 覚えやすい一意の説明をサーバーの説明テキストボックスに入力します。
サーバーの説明では、大文字と小文字は区別されません。コロン（:）は使用できます。

3. サーバーのアドレステキストボックスに、コンピュータ名または IP アドレスを入力します。
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、管理者にお問い合わせく
ださい。

4. 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エンドポイント（TCP/IP
ポート番号）を入力します。

5. 接続テストをクリックします。
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6. 次の任意のオプション設定を選択します。

• ユーザー名とパスワードテキストボックスを有効にするには、パスワードの保存オプションのチェッ
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、暗号化を選択します。暗
号化すると、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べ
られています。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。

• 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。

7. 完了したら次へをクリックします。

関連トピック

ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
入門の手順 (39 ページ)
ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
マッピングオプション (341 ページ)
パースペクティブ (19 ページ)
ビュー (22 ページ)

既存の接続を使用してサーバーにログオンする
1. 既存の StarTeam 接続を使用を選択し、リストからサーバー構成を選択します。
新規サーバー接続ページでログオン情報を入力しなかった場合は、ログオンダイアログボックスが表示
されます。

2. 適切な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。
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。

3. 省略可能：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。
4. OKをクリックします。

関連トピック

ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)

共有するプロジェクト、ビュー、およびフォルダを指定する
1. サーバー構成のノードを展開し、プロジェクトビューを選択します。
2. 次へをクリックします。
3. 次のいずれかを行います。
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表示されるリストからフォルダを選択します。•

• 新規フォルダをクリックしてフォルダを作成します。

4. 次へをクリックします。
デフォルトでは、この設定は StarTeam サーバーサイド（リモート）フォルダのデフォルト設定にマッ
プされます。ほとんどのユーザーは、この設定をデフォルト設定としてそのまま使用します。つまり、
ローカルフォルダの名前は、StarTeamServerによって付けられるデフォルトフォルダ名になります。
ただし、EclipseプロジェクトをStarTeamと共有している間は、プロジェクト固有の設定を有効化する
チェックボックスをオンにすることで、この設定をプロジェクトレベルで上書きできます。

5. [マッピングオプション]ページで目的の設定を選択するか、またはデフォルト設定をそのまま使用して、
完了をクリックします。
新たに共有されたプロジェクトを同期するかどうかを確認するダイアログボックスが表示されます。

関連トピック

ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)

新たに共用されたプロジェクトを同期する
1. 同期化をクリックします。
Team Synchronizingパースペクティブが表示されます。着信/発信モードが自動的に選択され、リポ
ジトリに追加するファイルが表示されます。

2. チェックインする適切なファイルまたはフォルダを選択し、右クリックして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表示されます。

関連トピック

ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
プロジェクトを作成し、ローカルファイルを同期する (164 ページ)
ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
プロジェクトを作成し、ローカルファイルを同期する (164 ページ)

ワークスペースプロジェクトファイルをチェックインする
1. チェックインダイアログボックスを開きます。
2. チェックインコメントを入力します。
3. ロックステータスを展開してオプションを選択します。

説明オプション

チェックイン後にファイルのロックを解除します。ロック解除

ファイルにさらに変更を加える予定であることを示します。排他的
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説明オプション

自分がファイルに対して作業しており、変更を加える可能性があるこ
とを示します。

非排他的

現在のロックステータスを保持します。現在の状態を維持

4. 省略可能：チェックインダイアログボックスで、次のオプションを選択します。

• チップリビジョンよりも古いファイルをチェックインするには、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。

• 選択したファイルを作業フォルダから削除する場合は、作業ファイルの削除チェックボックスをオン
にします。

• 処理アイテムを展開します。（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。

• ラベルを展開します。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。既存のラベルは、作成日時に基づいて新しいものから順に一覧
表示されています。そのラベルが使用中の場合は、ラベルが前のリビジョンにすでに割り当てられて
いる場合は、ラベルを移動するチェックボックスをオンにします。

• 詳細を展開します。EOLの変換を実行する (CR-LF)チェックボックスをオンにしてファイルに格納
される EOL 文字を制御し、ファイルのエンコードドロップダウンリストから選択します。デフォル
ト設定は、Preferencesダイアログボックスの EOL 設定によって決まります。

• 変更要求を展開し、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。

5. OKをクリックすると、ファイルがチェックインされます。

関連トピック

ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
プロジェクトを作成し、ローカルファイルを同期する (164 ページ)
ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
プロジェクトを作成し、ローカルファイルを同期する (164 ページ)

プロジェクトを作成し、ローカルファイルを同期する
上位レベルで、新しい StarTeam プロジェクトを作成して既存のワークスペースプロジェクトとそのプロ
ジェクトを関連付けるには、次のステップが必要です。

これらの手順では、次のように仮定しています。

• ユーザーはまだ、StarTeam サーバー構成への接続を作成していない。
• ユーザーは既に、共有するワークスペースに Eclipse プロジェクトを作成している。
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関連トピック

入門の手順 (39 ページ)
プロジェクトを作成する (164 ページ)
ワークスペースプロジェクトを新しいプロジェクトと共用する (166 ページ)
新たに共用されたプロジェクトを同期する (166 ページ)
ワークスペースプロジェクトファイルをチェックインする (167 ページ)
プロジェクトで作業する (157 ページ)
プロジェクトを作成する (164 ページ)
ワークスペースプロジェクトを新しいプロジェクトと共用する (166 ページ)
新たに共用されたプロジェクトを同期する (166 ページ)
ワークスペースプロジェクトファイルをチェックインする (167 ページ)
ファイルをチェックインする (223 ページ)
マッピングオプション (341 ページ)

プロジェクトを作成する
1. StarTeam パースペクティブまたはビューを開きます。
2. StarTeam ➤プロジェクト ➤新規作成を選択します。
別の方法1：ツールバーで新規StarTeamプロジェクトの作成をクリックします。別の方法2：Server
Explorerを開き、サーバー構成ノードを選択し、コンテキストメニューから新規 ➤プロジェクトを選
択します。
新規プロジェクトウィザードが表示されます。

3. 上記のコマンドのいずれかを使用する前にプロジェクトを選択していない場合、サーバーリストからプ
ロジェクトのサーバー構成を選択し、次へをクリックする必要があります。
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、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. 新規プロジェクトの名前と説明を、それぞれプロジェクト名およびプロジェクトの説明フィールドに
入力します。

5. 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は、フォルダのパスと名前を入力すると、新規プロジェクトウィザード
によって作業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. StarTeam プロジェクトから除外するフォルダを選択し、次へをクリックします。
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このオプションを使用して、Subversion（.svn）、CVS（CVS、.cvsignore）などの他のバージョン管
理システムからのステータスデータを除外できます。

9. 省略可能：作業フォルダに子フォルダがある場合は、プロジェクトに追加しない子フォルダのチェック
ボックスをオフにします。
以前に除外したフォルダを含めるには、すべて選択をクリックします。

10.終了をクリックします。

プロジェクトを作成した後は、そのプロジェクトの階層ビューがServer Explorerに表示されます。Server
Explorerまたは各種の StarTeam ビューのコンテキストメニューを使用して、他のフォルダや StarTeam
アイテムを追加できます。

関連トピック

プロジェクトを作成し、ローカルファイルを同期する (164 ページ)
プロジェクトを作成し、ローカルファイルを同期する (164 ページ)
パースペクティブ (19 ページ)
ビュー (22 ページ)
マッピングオプション (341 ページ)
プロジェクトの概要 (92 ページ)
ビュー (22 ページ)
プロジェクトを削除する (168 ページ)
プロジェクトのプロパティーを表示または変更する (170 ページ)
プロジェクト名または説明を変更する (168 ページ)
リビジョンコメントの入力を強制する (177 ページ)
チェックイン時に排他的ロックを強制する (176 ページ)
プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)

ワークスペースプロジェクトを新しいプロジェクトと共用する
1. パッケージまたはNavigatorでワークスペースプロジェクトを選択し、コンテキストメニューからチー
ム ➤プロジェクトの共用を選択します。

2. StarTeamを選択します。
3. 次へをクリックします。
4. 新しく作成された StarTeam プロジェクトおよびビューを含むサーバー構成を選択します。
5. 次へをクリックします。
6. リストからフォルダを選択するか、新規フォルダをクリックしてフォルダを作成します。
7. 次へをクリックします。
[マッピングオプション] ページが表示されます。デフォルトでは、この設定は StarTeam サーバーサイ
ド（リモート）フォルダのデフォルト設定にマップされます。ほとんどのユーザーは、この設定をデフォ
ルト設定としてそのまま使用します。つまり、ローカルフォルダの名前は、StarTeam Server によって
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付けられるデフォルトフォルダ名になります。ただし、Eclipse プロジェクトを StarTeam と共用して
いる間は、プロジェクト固有の設定を有効化するチェックボックスをオンにすることで、この設定をプ
ロジェクトレベルで上書きできます。

8. [マッピングオプション]ページで目的の設定を選択するか、またはデフォルト設定をそのまま使用して、
終了をクリックします。
新たに共用されたプロジェクトを同期するかどうかを確認するダイアログボックスが表示されます。

関連トピック

プロジェクトを作成し、ローカルファイルを同期する (164 ページ)
プロジェクトを作成し、ローカルファイルを同期する (164 ページ)

新たに共用されたプロジェクトを同期する
1. 同期化をクリックします。
Team Synchronizingパースペクティブが表示されます。着信/発信モードが自動的に選択され、リポ
ジトリに追加するファイルが表示されます。

2. チェックインする適切なファイルまたはフォルダを選択し、右クリックして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表示されます。

関連トピック

ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
プロジェクトを作成し、ローカルファイルを同期する (164 ページ)
ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
プロジェクトを作成し、ローカルファイルを同期する (164 ページ)

ワークスペースプロジェクトファイルをチェックインする
1. チェックインダイアログボックスを開きます。
2. チェックインコメントを入力します。
3. ロックステータスを展開してオプションを選択します。

説明オプション

チェックイン後にファイルのロックを解除します。ロック解除

ファイルにさらに変更を加える予定であることを示します。排他的

自分がファイルに対して作業しており、変更を加える可能性があるこ
とを示します。

非排他的

現在のロックステータスを保持します。現在の状態を維持

4. 省略可能：チェックインダイアログボックスで、次のオプションを選択します。
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チップリビジョンよりも古いファイルをチェックインするには、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。

•

• 選択したファイルを作業フォルダから削除する場合は、作業ファイルの削除チェックボックスをオン
にします。

• 処理アイテムを展開します。（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。

• ラベルを展開します。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。既存のラベルは、作成日時に基づいて新しいものから順に一覧
表示されています。そのラベルが使用中の場合は、ラベルが前のリビジョンにすでに割り当てられて
いる場合は、ラベルを移動するチェックボックスをオンにします。

• 詳細を展開します。EOLの変換を実行する (CR-LF)チェックボックスをオンにしてファイルに格納
される EOL 文字を制御し、ファイルのエンコードドロップダウンリストから選択します。デフォル
ト設定は、Preferencesダイアログボックスの EOL 設定によって決まります。

• 変更要求を展開し、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。

5. OKをクリックすると、ファイルがチェックインされます。

関連トピック

ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
プロジェクトを作成し、ローカルファイルを同期する (164 ページ)
ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
プロジェクトを作成し、ローカルファイルを同期する (164 ページ)

既存のフォルダをチェックアウトする
1. StarTeam パースペクティブを開きます。
2. Window ➤ Open Perspective ➤ Otherを選択します。
3. リストから StarTeam クラシックまたはアクティビティーを選択して、OKをクリックします。
4. Server Explorerを開き、適切な StarTeam プロジェクト、ビュー、およびフォルダに移動します。
Server Explorerでは、チェックアウトするフォルダを複数選択できます。

注: まだサーバーにログオンしていない場合は、サーバー構成ノードを右クリックし、ログオンを
選択します。ワークベンチの下部にあるステータスバーに、ログオンしているユーザー名が反映さ
れます。

5. 右クリックし、プロジェクトとしてチェックアウトを選択します。
チェックアウト方法ウィザードが表示されます。

6. 次のいずれかのオプションを選択します。
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説明オプション

表示されるテキストボックスにプロジェクト名を入力する
かデフォルトのフォルダ名を使用し、次へをクリックしま

ワークスペースのプロジェクトとして
チェックアウト

す。ファイルのチェックアウト先の場所を選択し、次へを
クリックします。

次へをクリックし、有効なターゲットプロジェクトを選択
して、終了をクリックします。

既存のプロジェクトにチェックアウト

終了をクリックし、新規プロジェクトウィザードのステッ
プに従います。

新規プロジェクト・ウィザードを使って構
成されたプロジェクトとしてチェックアウ
ト

7. ワークスペースのプロジェクトとしてチェックアウトを選択する場合は、次のようにチェックアウトオ
プションを指定します。

• 基準を展開し、チェックアウトするファイルに該当するオプションを次の中から 1 つ選択します。

• 最新リビジョン：一番新しい（チップ）リビジョン。
• ラベル：特定の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は、作成日時
に基づいて新しいものから順に一覧表示されています。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。
• 日時を指定した構成：指定した日時にチップリビジョンであったリビジョン。日付/時刻ボタン
をクリックしてカレンダーを使用し、日時を入力するかスピンボックスを使用して日時を指定し
ます。

• ロックステータスを展開し、次のいずれかのロックオプションを選択します。

• ロック解除：チェックイン後にファイルのロックを解除します。
• 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示します。
• 非排他的：自分がファイルに対して作業しており、変更を加える可能性があることを示します。
• 現在の状態を維持：現在のロックステータスを保持します。デフォルトで選択されています。

• 省略可能：EOL の変換を展開し、次のいずれかを選択します。

• なしまたは別のボタンを使用して、現在の EOL 変換設定を変更します。
• Windows の場合、EOL マーカは CR-LF（復帰/改行）です。
• UNIX の場合、LF（改行）です。
• Macintosh オペレーティングシステムの場合、CR（復帰）です。

• 詳細を展開し、必要に応じて、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
て、非英語コードページのキーワード展開をサポートします。

8. 次へをクリックします。
マッピングオプションページが表示されます。

9. 目的の設定を選択するか、デフォルト設定をそのまま使用して、終了をクリックします。
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関連トピック

入門の手順 (39 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)
ビュー (22 ページ)
パースペクティブ (19 ページ)
マッピングオプション (341 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
パースペクティブ (19 ページ)
マッピングオプション (341 ページ)

オプションを設定する
設定できるオプションの説明を確認するには、このトピックの最後にあるリンクを参照してください。

1. メインメニューからWindow ➤ Preferencesを選択します。
Preferencesダイアログボックスが表示されます。

2. その結果表示されたダイアログボックスで、Team ➤ StarTeamを展開します。
3. 変更するオプションを含むノードを選択します。
4. 必要な変更を加えて、OKをクリックします。

関連トピック

入門の手順 (39 ページ)
個人的オプション (150 ページ)
オプション設定 (327 ページ)
個人的オプション (150 ページ)
オプション設定 (327 ページ)

パースペクティブとビューを開く
1. メインメニューからWindow ➤ Open Perspective ➤ Otherを選択します。
Open Perspectiveダイアログボックスが表示されます。

2. 次のいずれかのパースペクティブを選択します。

• StarTeam アクティビティー
• StarTeam クラシック

3. OKをクリックします。
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指定したパースペクティブが表示されます。StarTeam パースペクティブの説明については、このトピック
の最後にあるリンクを参照してください。

関連トピック

入門の手順 (39 ページ)

ログオンする
Eclipse 内から StarTeam を使用する前に、StarTeam サーバー構成への接続を作成し、そのサーバー構成
にログオンする必要があります。

StarTeam では、標準の Eclipse 機能を使用して、パスワード情報が格納されます。Eclipse 暗号化ツール
により、パスワード情報は非表示の状態で安全に保たれます。

1. Server Explorerを起動します。

2. アクセスするサーバー構成を右クリックし、コンテキストメニューからログオンを選択します。
ログオンダイアログボックスが開きます。

3. 適切な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。
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. 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。
5. OKをクリックします。

StarTeam サーバー構成にいったん接続すると、ログオンしたユーザーの名前がServer Explorer、および
Eclipse UI の下部にあるステータスバーに表示されます。

注: ログオンダイアログボックスでは、キャッシュされたログオンデータは使用されません。別のユー
ザーとしてログオンする必要がある場合は、コンテキストメニューからログオンコマンドを再度実行
します。

関連トピック

入門の手順 (39 ページ)
個人的オプション (150 ページ)
オプション設定 (327 ページ)

ログオフする
1. Server Explorerを起動します。
2. アクセスするサーバー構成を右クリックし、コンテキストメニューから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どうかを確認するダイアログボックスが表示されます。

3. はいをクリックすると、処理が続行されます。
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このセッションの間にログインした、指定したサーバー構成へのすべての接続がStarTeamによって閉じら
れます。

関連トピック

入門の手順 (39 ページ)

機能を構成する
ソース管理プロバイダプラグインとして StarTeam を有効および無効にする方法について説明します。デ
フォルトでは、StarTeam は、インストール時に自動的に有効になります。

StarTeam 機能を有効および無効にするには

1. メインメニューからWindow ➤ Preferencesを選択します。
Preferencesダイアログボックスが表示されます。

2. その結果表示されたダイアログボックスで、Generalを展開して Capabilitiesを選択します。
3. Advancedをクリックします。
Advancedダイアログボックスが表示されます。

4. 次のいずれかの操作を実行してタスクを完了します。

• StarTeam 機能を無効にするには、Teamを展開して StarTeam Supportチェックボックスをオ
フにします。

• 無効化されているStarTeam機能を有効にするには、Teamを展開して StarTeam Supportチェッ
クボックスをオンにします。

5. OKをクリックします。
Advancedダイアログボックスが閉じます。

6. OKをクリックします。
Preferencesダイアログボックスが閉じます。

関連トピック

入門の手順 (39 ページ)
パースペクティブ (19 ページ)
ビュー (22 ページ)

新しい接続を作成する
1. 新規 StarTeam 接続の作成を選択し、次へをクリックします。
2. 覚えやすい一意の説明をサーバーの説明テキストボックスに入力します。
サーバーの説明では、大文字と小文字は区別されません。コロン（:）は使用できます。

3. サーバーのアドレステキストボックスに、コンピュータ名または IP アドレスを入力します。
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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、管理者にお問い合わせく
ださい。

4. 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エンドポイント（TCP/IP
ポート番号）を入力します。

5. 接続テストをクリックします。
6. 次の任意のオプション設定を選択します。

• ユーザー名とパスワードテキストボックスを有効にするには、パスワードの保存オプションのチェッ
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、暗号化を選択します。暗
号化すると、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べ
られています。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。

• 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。

7. 完了したら次へをクリックします。

関連トピック

ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
入門の手順 (39 ページ)
ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
マッピングオプション (341 ページ)
パースペクティブ (19 ページ)
ビュー (22 ページ)

StarTeam 接続を削除する
1. Eclipse エクスプローラーを開きます。
2. StarTeam 共有を削除するプロジェクトノードを選択します。
3. プロジェクトノードを右クリックして、チーム ➤共用の除去を選択します。

関連トピック

入門の手順 (39 ページ)
パースペクティブ (19 ページ)
ビュー (22 ページ)

StarTeamMPX プロファイルを構成する
このタスクを使用して、既存の StarTeam サーバー構成用に StarTeamMPX プロファイルを構成します。
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1. Server Explorerを起動します。
2. 目的のサーバー構成接続のルートノードを右クリックし、プロパティーを選択します。
プロパティーダイアログボックスが表示されます。

3. サーバーの説明を展開し、MPX プロファイルを選択します。
このサーバー構成用の Event Transmitter XML ファイルに定義された各プロファイルが、プロパティー
ダイアログボックスに一覧表示されます。

4. 目的のプロファイルを選択します。
この構成用のクライアントデフォルトプロファイルを復元するには、デフォルトに戻すをクリックしま
す。

5. このダイアログの閉じるをクリックし、プロパティーダイアログボックスの OKをクリックします。

関連トピック

入門の手順 (39 ページ)
パースペクティブ (19 ページ)
ビュー (22 ページ)

サーバー構成を削除する
1. Server Explorerを起動します。
2. 削除するルートサーバー構成ノードを選択します。
3. サーバー構成ノードを右クリックし、削除を選択します。
4. OKをクリックします。

Server Explorerが最新の情報に更新され、削除されたサーバー構成が表示されなくなります。

関連トピック

入門の手順 (39 ページ)
パースペクティブ (19 ページ)
ビュー (22 ページ)

選択内容を使用してビューをリンクする
他のビューで選択した変更に基づいてビューの内容を自動的に更新すると、ワークフローの速度が大幅に低
下する可能性があるため、お勧めできません。また、処理関連フォルダ内の変更要求など、セッション全体
を通してビューに同じ内容が表示されるようにする必要がある場合もあります。

1. 次のいずれかの操作を実行します。
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いずれかの StarTeam パースペクティブを開きます。•

• 単一の StarTeam ビューを開きます。

2. ビューのツールバーで選択にリンクをクリックします。
3. リンクを解除するには、選択にリンクを再度クリックします。

関連トピック

入門の手順 (39 ページ)
パースペクティブ (19 ページ)
ビュー (22 ページ)
オプション設定 (327 ページ)

チーム設定オプションをエクスポートする
1. メインメニューから File ➤ Exportを選択します。
Exportウィザードが表示されます。

2. Teamを展開し、リストから Team project setを選択します。
3. 次へをクリックします。
ウィザードの Export a Team Project Setページが開かれます。

4. 次の操作を実行します。
a) チーム設定に含めるプロジェクトを 1 つまたは複数選択します。
b) プロジェクト設定ファイルのエクスポート先を選択します。
c) 終了をクリックします。

Eclipse で、projectSet.psf ファイルが作成され、指定した場所にエクスポートされます。

関連トピック

入門の手順 (39 ページ)
パースペクティブ (19 ページ)
ビュー (22 ページ)
チーム設定オプションをインポートする (55 ページ)

チーム設定オプションをインポートする
チーム環境で作業している場合、チーム設定オプションをインポートできます。

1. メインメニューから File ➤ Importを選択します。
Importウィザードが表示されます。

2. Teamを展開し、リストから Team project setを選択します。
3. 次へをクリックします。
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ウィザードの Import a Team Project Setページが開かれます。
4. 次の操作を実行してタスクを完了します。

• インポートする *.psf ファイル名を選択します。アプリケーションによって自動的に、そのファイル
に projectSet.psf という名前が付けられます。

• *.psf ファイルに複数のプロジェクトが含まれている場合は、必要に応じて Create a working set
containing the imported projectsチェックボックスをオンにし、作業セットの名前を入力しま
す。

• 終了をクリックします。

5. Server Explorerを起動します。
6. サーバー構成接続を右クリックし、ログオンを選択します。
7. サーバー構成のログオン認証を入力し、OKをクリックします。

関連トピック

入門の手順 (39 ページ)
パースペクティブ (19 ページ)
ビュー (22 ページ)
チーム設定オプションをエクスポートする (55 ページ)

バックグラウンド操作を設定する
1. メインメニューからWindow ➤ Preferencesを選択します。
Preferencesダイアログボックスが表示されます。

2. Generalを選択します。
3. Always run in background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。

関連トピック

入門の手順 (39 ページ)

バックグラウンド操作を表示する
1. メインメニューからWindow ➤ Show View ➤ Otherを選択します。
Show Viewダイアログボックスが表示されます。

2. Generalを展開し、Progressを選択します。
3. OKをクリックします。
Progressビューが表示されます。

注: バックグラウンド操作をキャンセルするには、進行状況バーの右側にある停止をクリックしま
す。
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関連トピック

入門の手順 (39 ページ)
パースペクティブ (19 ページ)
ビュー (22 ページ)

サーバー構成を更新する
StarTeam サーバーが停止した場合でも、他のサーバー構成を使用して引き続き作業できます。その場合、
さまざまなサーバー構成からファイルを並行してチェックアウトします。

1. Server Explorerを起動します。
2. ステータスが Pending のサーバー構成を選択します。
3. サーバー構成を右クリックし、最新表示を選択します。

利用できる場合、StarTeam Eclipse クライアントは選択したサーバー構成に再接続します。

関連トピック

入門の手順 (39 ページ)
パースペクティブ (19 ページ)
ビュー (22 ページ)

リビジョンを比較する
比較コンテキストメニューのコマンドを使用して、特に、ファイルとフォルダのローカルバージョンを
StarTeam Server リポジトリ内のものと比較することができます。

比較コンテキストメニューのコマンドを使用すると、次の操作を完了できます。

• ローカルファイルを、リポジトリ内の最新のチップリビジョンと比較します。
• ローカルフォルダまたはファイルを、リポジトリ内のラベル付きバージョンと比較します。
• ローカルフォルダまたはファイルを、リポジトリ内の別の StarTeam ビューにあるコピーと比較しま
す。

• ローカルフォルダまたはファイルを、日付から同じアイテムと判断されるコピーと比較します。
• ローカルファイルを、リポジトリ内の特定のリビジョンと比較します。
• 2 つのファイルまたは 2 つのフォルダを選択し、それらのプロパティーを比較します。

関連トピック

入門の手順 (39 ページ)
ローカルファイルをチップリビジョンと比較する (198 ページ)
ファイルを比較およびマージする (230 ページ)
ラベルと比較する (199 ページ)
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別のビューと比較する (199 ページ)
日付別に比較する (199 ページ)
ローカルファイルをリビジョンと比較する (200 ページ)
ファイルまたはフォルダのプロパティーを比較する (200 ページ)
フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
ローカルファイルをチップリビジョンと比較する (198 ページ)
ラベルと比較する (199 ページ)
別のビューと比較する (199 ページ)
日付別に比較する (199 ページ)
ローカルファイルをリビジョンと比較する (200 ページ)
ファイルまたはフォルダのプロパティーを比較する (200 ページ)
パースペクティブ (19 ページ)
ビュー (22 ページ)

ローカルファイルをチップリビジョンと比較する
1. いずれかの Eclipse エクスプローラーでファイルを選択します。
2. 右クリックして次と比較 ➤ StarTeam 内の最新リビジョンを選択します。

[比較] エディターが開き、2 つのファイル間の差分が表示されます。

関連トピック

リビジョンを比較する (197 ページ)
リビジョンを比較する (197 ページ)
ラベルと比較する (199 ページ)
別のビューと比較する (199 ページ)
日付別に比較する (199 ページ)
ローカルファイルをリビジョンと比較する (200 ページ)
ファイルまたはフォルダのプロパティーを比較する (200 ページ)

ファイルを比較およびマージする
重要: File Compare/Merge を使用してファイルを比較およびマージするには、File Compare/Merge
を代替比較/マージツールとして指定する必要があります。

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の比較およびマージに関する基本的な
上位レベルタスク（File Compare/Merge コンポーネントを開くタスク）を示します。

1. StarTeam Eclipse Client では、File Compare/Merge を 2つの方法で起動できます。次のいずれかを行
います。
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履歴ビューで、比較する 2 つのファイルを選択します。•

• [Package Explorer] ビューで、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
するか、比較する 2 つのファイルを選択します。

2. コンテキストメニューから次のいずれかを行います。

• 右クリックし、ファイル内容のマージを選択します。

• 右クリックし、次と比較➤外部比較アプリケーションでリモート・ファイルとまたは次と比較➤外
部比較アプリケーションで 2 つのファイルをを選択します。

別のビューまたはウィンドウで File Compare/Merge セッションが開かれ、各ファイルが個別の編集ペ
インに表示されます。

3. 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: File Compare/Mergeツールのオンラインヘルプに、ファイルの比較およびマージのための追
加手順があります。

関連トピック

リビジョンを比較する (197 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)

ラベルと比較する
1. いずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダまたはファイルを選択します。
2. アイテムを右クリックし、比較 ➤ラベルを選択します。

フォルダの場合、比較エディターの他に同期化ビューが表示されます。ファイルの場合、比較エディター
が表示されます。比較エディターでラベルを選択すると、エディターが自動的に更新され、ローカルコピー
とラベル付きコピーとの違いが反映されます。

関連トピック

リビジョンを比較する (197 ページ)
リビジョンを比較する (197 ページ)
ローカルファイルをチップリビジョンと比較する (198 ページ)
別のビューと比較する (199 ページ)
日付別に比較する (199 ページ)
ローカルファイルをリビジョンと比較する (200 ページ)
ファイルまたはフォルダのプロパティーを比較する (200 ページ)
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別のビューと比較する
1. いずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダまたはファイルを選択します。
2. アイテムを右クリックし、比較 ➤ビューを選択します。
3. 適切なビューを選択し、OKをクリックします。

ファイルの場合、比較エディターが開き、ローカルファイルとリモートファイルの違いが表示されます。
フォルダの場合、同期化ビューが開きます。

関連トピック

リビジョンを比較する (197 ページ)
リビジョンを比較する (197 ページ)
ローカルファイルをチップリビジョンと比較する (198 ページ)
ラベルと比較する (199 ページ)
日付別に比較する (199 ページ)
ローカルファイルをリビジョンと比較する (200 ページ)
ファイルまたはフォルダのプロパティーを比較する (200 ページ)

日付別に比較する
1. いずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダまたはファイルを選択します。
2. アイテムを右クリックし、比較 ➤日付を選択します。
3. 目的の日時を選択します。
4. OKをクリックします。

ファイルの場合、比較エディターが開き、ローカルファイルとリモートファイルの違いが表示されます。
フォルダの場合、同期化ビューが開きます。

関連トピック

リビジョンを比較する (197 ページ)
リビジョンを比較する (197 ページ)
ローカルファイルをチップリビジョンと比較する (198 ページ)
ラベルと比較する (199 ページ)
別のビューと比較する (199 ページ)
ローカルファイルをリビジョンと比較する (200 ページ)
ファイルまたはフォルダのプロパティーを比較する (200 ページ)

ローカルファイルをリビジョンと比較する
1. いずれかの Eclipse エクスプローラーでファイルを選択します。
2. ファイルを右クリックし、比較 ➤リビジョンを選択します。
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比較エディターが表示されます。利用可能なリビジョンが比較エディターの上部に表示されます。リビジョ
ンを選択すると、ローカルファイルと選択したリビジョンの差分が比較エディターの下方のセクションに
表示されます。

関連トピック

リビジョンを比較する (197 ページ)
リビジョンを比較する (197 ページ)
ローカルファイルをチップリビジョンと比較する (198 ページ)
ラベルと比較する (199 ページ)
別のビューと比較する (199 ページ)
日付別に比較する (199 ページ)
ファイルまたはフォルダのプロパティーを比較する (200 ページ)

ファイルまたはフォルダのプロパティーを比較する
1. いずれかの Eclipse エクスプローラーで 2 つのファイルまたは 2 つのフォルダを選択します。
2. 選択したアイテムのいずれかを右クリックし、比較 ➤プロパティーの比較を選択します。
プロパティーの比較情報ダイアログボックスが表示されます。デフォルトでは、異なるプロパティーは
青色のテキストで表示されます。

3. 閉じるをクリックします。

関連トピック

リビジョンを比較する (197 ページ)
リビジョンを比較する (197 ページ)
ローカルファイルをチップリビジョンと比較する (198 ページ)
ラベルと比較する (199 ページ)
別のビューと比較する (199 ページ)
日付別に比較する (199 ページ)
ローカルファイルをリビジョンと比較する (200 ページ)

ファイルおよびフォルダを置き換える
ファイルとフォルダを StarTeam リポジトリ内の他のバージョンと置き換える方法について説明します。

関連トピック

入門の手順 (39 ページ)
フォルダまたはファイルをロールバックする (241 ページ)
特定のビュー構成のフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
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特定のラベルのフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
フォルダ/ファイルを特定の日付にロールバックする (243 ページ)
フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
フォルダまたはファイルをロールバックする (241 ページ)
特定のビュー構成のフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
特定のラベルのフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
フォルダ/ファイルを特定の日付にロールバックする (243 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)
フォルダまたはファイルをロールバックする (241 ページ)
特定のビュー構成のフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
特定のラベルのフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
フォルダ/ファイルを特定の日付にロールバックする (243 ページ)
アイテムのプロパティーを表示または変更する (264 ページ)
前のファイルリビジョンを表示する (245 ページ)
ファイル (75 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)
アイテムのプロパティーを表示または変更する (264 ページ)
前のファイルリビジョンを表示する (245 ページ)

フォルダまたはファイルをロールバックする
1. いずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダまたはファイルを選択します。
2. ファイルを右クリックし、置換 ➤ StarTeam から最新リビジョンを選択します。

関連トピック

ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)
ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)
特定のビュー構成のフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
特定のラベルのフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
フォルダ/ファイルを特定の日付にロールバックする (243 ページ)
ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)
ファイル (75 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
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特定のビュー構成のフォルダ/ファイルを置き換える
1. いずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダまたはファイルを選択します。
2. ファイルを右クリックし、置換 ➤ビューを選択します。
3. その結果表示されたダイアログボックスで、StarTeam ビューを選択します。
4. OKをクリックします。

関連トピック

ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)
ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)
フォルダまたはファイルをロールバックする (241 ページ)
特定のラベルのフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
フォルダ/ファイルを特定の日付にロールバックする (243 ページ)
ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)

特定のラベルのフォルダ/ファイルを置き換える
1. いずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダまたはファイルを選択します。
2. ファイルを右クリックし、置換 ➤ラベルを選択します。
3. その結果表示されたダイアログボックスで、目的のラベル付き構成を選択します。
4. OKをクリックします。

関連トピック

ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)
ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)
フォルダまたはファイルをロールバックする (241 ページ)
特定のビュー構成のフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
フォルダ/ファイルを特定の日付にロールバックする (243 ページ)
ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)

フォルダ/ファイルを特定の日付にロールバックする
1. いずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダまたはファイルを選択します。
2. ファイルを右クリックし、置換 ➤日付を選択します。
3. ロールバック先の日付および（必要に応じて）時刻を選択します。
4. time オプションを含める場合は、時刻がローカルか UTC かを指定します。
5. OKをクリックします。
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関連トピック

ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)
ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)
フォルダまたはファイルをロールバックする (241 ページ)
特定のビュー構成のフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
特定のラベルのフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)

開発者サポート
Micro Focusには、さまざまなサポートオプションが用意されています。インターネット上での無料サービ
スも存在し、拡張情報ベースを検索したり、Micro Focus 製品の他のユーザーと接続したりすることができ
ます。また、Micro Focus製品のインストールのサポートから、コンサルタントレベルのサポートや拡張ア
シスタンスに至るまで、さまざまなカテゴリーのサポートを選択できます。

開発者サポートサービスの詳細については、Micro Focus サポートセンターのWeb サイト
（http://supportline.microfocus.com）を参照してください。このWebサイトから、StarTeamユーザー
が情報、ヒント、およびテクニックを交換している多くのニュースグループにアクセスできます。

サポートに問い合わせる場合は、環境に関する完全な情報、使用している製品のバージョン、および問題の
詳細な説明をお知らせください。

サードパーティ製のツールやドキュメントのサポートについては、そのツールのベンダーに問い合わせてく
ださい。

関連トピック

入門 (14 ページ)
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概念
このセクションでは、StarTeam のいくつかの基本概念の背景情報を提供します。

StarTeam は、製品開発の期間中に共通で使用される緊密に統合されたコンポーネントを使用することに
よって、ローカルとリモートの両方でのチームの協力を促進するのに役立ちます。このツールを使用して、
次のことを行うことができます。

• 複数のプロジェクトに関係するすべての情報を同じ場所に格納します。たとえば、テスト、バイナリファ
イル、変更要求、およびプロジェクトに関するディスカッションを格納できます。

• LAN、WAN、またはインターネットを介して安全に情報にアクセスし、共同作業します。
• プロジェクトのチームワークを向上させます。
• 変更要求、コード、およびコンテンツファイルが緊密に統合されるため、テストが容易になり、保守の
時間を削減できます。

• 要件、コード、およびコンテンツファイルが緊密に統合されるため、要件の追跡が容易になります。
• タスク、コード、およびコンテンツファイルが緊密に統合されるため、プロジェクト管理が容易になり
ます。

• 誰が何をいつ実行したかを追跡します。
• 真のクライアント/サーバーによるデータへのアクセスを活用できます。

関連トピック

StarTeam のコンポーネント (66 ページ)
プロジェクトの構成 (91 ページ)
ビューの構成と管理 (97 ページ)
分岐 (104 ページ)
チェックインおよびチェックアウトの関連操作 (108 ページ)
処理アイテム、処理リンク、処理タスク (114 ページ)
File Compare/Merge の概要 (130 ページ)
参照 (132 ページ)
プロモーション状態 (142 ページ)
フィルターとクエリー (145 ページ)
フィールド (146 ページ)
ラベル (146 ページ)
リンク：内部および外部 (147 ページ)
個人的オプション (150 ページ)
アトミックチェックイン (153 ページ)
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同期 (154 ページ)
ユーザー定義プロパティーフィールド (154 ページ)
チーム設定オプション (155 ページ)

StarTeam のコンポーネント
このセクションでは、StarTeam で利用可能なコンポーネントについて説明します。アプリケーションで
は、対応するビューを使用して Eclipse Workbench に各コンポーネントを表示します。

関連トピック

概念 (65 ページ)
コンテナ (66 ページ)
フォルダ (68 ページ)
ファイル (75 ページ)
変更要求 (76 ページ)
要件 (83 ページ)
タスク (84 ページ)
トピック (85 ページ)
監査ログ (86 ページ)
オブジェクト (87 ページ)
オブジェクトとアイテム (88 ページ)
ライフサイクル機能 (91 ページ)
パースペクティブ (19 ページ)
ビュー (22 ページ)
パースペクティブとビューを開く (50 ページ)

コンテナ
StarTeamのサーバー構成、プロジェクト、およびビューは、アプリケーション、モジュール、事業単位、
またはその他の分類に基づいて成果物を整理できるコンテナです。

コンテナとしてのサーバー構成

サーバー構成とは、StarTeam の単一の配置インスタンスのことです。相互に関連し、全体として管理でき
るすべてのファイル、変更要求、およびその他の成果物は、単一のサーバー構成内に存在します。サーバー
構成のすべてのデータおよびメタデータは、データベースに格納されます。ファイルの内容は、総称して
データ保管庫と呼ばれるオペレーティングシステムレベルのファイルで管理されます。データ保管庫の情
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報は、アーカイブおよびキャッシュファイルを格納する別々の領域に分割されています。データ保管庫、
データベース、およびその他の関連するファイル（構成ファイル、添付ファイル、ログなど）は、すべてリ
ポジトリとして参照されます。

コンテナとしてのプロジェクト

サーバー構成内で、成果物はプロジェクトに整理されます。サーバー構成を使用する前に、ファイルおよび
その他のオブジェクトを保持するために、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
のサーバー構成には複数のプロジェクトを保持することができ、それぞれのプロジェクトは、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上のニーズに対応します。

コンテナとしてのビュー

StarTeam プロジェクトは、1 つまたは複数のビューを保持できます。すべてのプロジェクトには、自動的
にメインビューが設定されます。メインビューを使用して、フォルダ、ファイル、およびその他のオブジェ
クトを整理できます。追加の子ビューを作成して、メインプロジェクト情報のサブセット、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を表すことができます。StarTeam に
は、幅広い開発シナリオをサポートするさまざまなビュー作成オプションが用意されています。

StarTeam Server の構成の例

ドキュメント全体を通じて、サーバー構成がサーバーと呼ばれることがあります。これらの用語は同じ意味
で使用されます。これは、各サーバー構成は独自のサーバーマシン上に配置され、それぞれ独自のStarTeam
Server プロセスによって管理されることが多いためです。ただし、StarTeam では、複数のサーバー構成
と StarTeam Server プロセスを 1 つのマシン上に配置できるため、サーバー構成とマシンの関係は 1 対 1
である必要がないことに注意してください。
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関連トピック

StarTeam のコンポーネント (66 ページ)
用語 (474 ページ)

フォルダ
ここでは、フォルダーツリーの立案の概要と、新規および既存のフォルダーでの作業のヒントを提供しま
す。通常は、プロジェクト管理者またはサーバー管理者がプロジェクトおよびプロジェクトビューを作成し
ます。一般的なユーザーは、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（ファ
イルや変更要求など）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ーの変更を行えます。

関連トピック

StarTeam のコンポーネント (66 ページ)
フォルダーツリー階層 (68 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
新規フォルダ (70 ページ)
既存のフォルダ (71 ページ)
フォルダとパス (71 ページ)
デフォルト作業フォルダと代替作業フォルダ (74 ページ)

フォルダーツリー階層
プロジェクトを作成するとき、一般的には、そのプロジェクトの作業フォルダーとして、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ーは、そのプロジェクトのルート
ビューの作業フォルダー、およびそのビューのフォルダーツリーのルートフォルダーの作業フォルダーと
もなります。

StarTeam では、コンテナとアイテムの両方としてフォルダーを扱います。アイテムをフォルダー内に配置
することで、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ーには、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。フォルダーは、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アクセス権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では同時に、そのプロジェクトの親またはルートのフォルダーが
自動的に作成されます。それが実際には、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
フォルダーです。プロジェクト、ビュー、およびこのルートフォルダーの名前は、最初は同じですが、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ー階
層（ツリー）を設定します。ユーザーはそのツリーのルートフォルダーを、プロジェクトの作業フォルダー
として指定します。すると、アプリケーションは、ツリー内のそれぞれの子フォルダーに対して、自動的に
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アプリケーションフォルダーを作成することができます。子フォルダーは、アプリケーションフォルダー
の作業フォルダーとなります。

子アプリケーションフォルダーがプロジェクト作成時に作成される場合は、次のとおりです。

• アプリケーションフォルダーの作業フォルダーが、プロジェクト作成者のワークステーション上の既存
のツリーの一部でした。

• 名前は作業フォルダー名と同じですが、後で変更できます。
• その作業フォルダーは、ルートフォルダーの作業フォルダーに階層として接続されたままになります。
つまり、ルートフォルダーの作業フォルダーのパスを変更すると、（作業フォルダーへの絶対パスを手
動で設定していない限り）このフォルダー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ーそれぞれへの相対パスを保存します。

フォルダーについて注意する必要がある最も重要なプロパティーの1つが、作業フォルダーです。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探すために、ファイルリビジョンがアプリケー
ションによってワークステーション上のどこにコピーされるかを知る必要があります。フォルダーには、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。

作業フォルダーはフォルダーのプロパティーであり、チェックアウトしたファイルをStarTeamが保存する
ワークステーション上の実際の場所を表します。どちらもフォルダーと呼ばれていますが、作業フォルダー
とフォルダー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。

• 作業フォルダーのパスは、アプリケーション内のアプリケーションフォルダー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。

• アプリケーションフォルダーは、アプリケーション内で管理されるオブジェクトです。このフォルダー
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。
このフォルダーに関連付けられたファイルのチェックインリビジョンは、データ保管庫に格納されます。

• 作業フォルダーは、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ーの作業フォルダーはすべ
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ーの作業フォルダーは同じになり
ます。

ビュー/ルートフォルダーの作業フォルダーは、常に絶対パス（ドライブ文字で始まり、その後は作業フォ
ルダー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ー名）で表されます。

ルートフォルダーのプロパティーを見ると、作業フォルダーが同じであることがわかります。ただし、デ
フォルトテキストボックスではなく、作業フォルダーの完全パス表示ボックスに表示されます。作業フォ
ルダーの変更はビューレベルでのみ可能であるため、ルートフォルダーの作業フォルダー用のすべてのテ
キストボックスは常に無効です。

プロジェクトと同時に作成された子フォルダーについては、アプリケーションは、各作業フォルダーへのパ
スを相対パスとして保存します。
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関連トピック

フォルダ (68 ページ)

ビュー内のフォルダ
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
フォルダは（NIV ファイルと同様に）必ずしもビューに追加する必要はありませんが、作成して StarTeam
ビューの一部に含める場合には、ビューに追加することもできます。ただし、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。
• ユーザーが指定する、あるいはアプリケーションによって作成される、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。作業フォルダを指定しなければ、アプリ
ケーションによって新しいフォルダの名前がその親の完全な作業フォルダパスに追加されます。

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新しい作業フォルダは作
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。

関連トピック

フォルダ (68 ページ)

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
同じツリーに属する必要はありません。作業フォルダを指定しない場合、新しいフォルダの作業フォル
ダは、親の作業フォルダのパスに基づく相対パスとなります。

• 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。
• 新しい作業フォルダに子フォルダがある場合、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
ルダに対して作成されたアプリケーションフォルダは、最初はその作業フォルダの名前を取ります。作
業フォルダは、ツリーのルートである作業フォルダへの関係を維持します。新しく追加されたフォルダ
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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を、ビュー外アイコンで示
します。これは、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。

関連トピック

フォルダ (68 ページ)

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が保持され、フォルダ
は新しい親フォルダに適用されます。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、同じサーバー構成を使用している必要
があります。

関連トピック

フォルダ (68 ページ)

フォルダとパス
StarTeam では、次の 3 種類のフォルダが個別の重要な役割を果たします。

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

元のワークステーションフォルダ

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。フォルダに
は、オペレーティングシステムのワークステーションフォ
ルダの名前に関係なく、プロジェクトの名前が付けられ、
（相対パスではなく）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、作業フォルダ自体に到達する
までのディレクトリが列挙されたものです。

StarTeam 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、それらは
同じ作業フォルダを持ちます。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
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更できます。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。現在のビューのStarTeamフォルダ階層は、フォル
ダーツリーとしてサーバー・エクスプローラーに表示され
ます。

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

StarTeam フォルダ

ば、SourceCode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、管理者や適切な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、フォルダーツリーとしてサー
バー・エクスプローラーに表示されます。StarTeam の
（アプリケーション）フォルダがStarTeamプロジェクト
と同時に自動的に作成された場合、作業フォルダの名前が
付けられ、相対パスで表されます。

作業フォルダは実際には StarTeam フォルダのプロパ
ティーの 1 つですが、オペレーティングシステムで管理

ワークステーション上の作業フォルダ

されるオブジェクトであるため、他のプロパティーとはか
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。

 
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したりすることができま
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の場合、あるワークステーション上にある作業フォルダ構造は、他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および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。
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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ーに表示されます。

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別の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）ツリー内で、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ツリービュー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。

サーバー・エクスプローラー

StarTeam Eclipse Client には、サーバー構成のプロジェクト、ビュー、およびフォルダの階層ビューがあ
ります。現在のビューの StarTeam フォルダ階層は、フォルダーツリーとしてServer Explorerに表示され
ます。Server Explorerでサーバー構成のツリービューを展開すると、各ノードにはコンテキストメニュー
があり、ファイル、変更要求、要件などを操作するときに使用するメニューコマンドと同じものが多く含ま
れています。

Server Explorerのフォルダの状態は、次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：フォルダーのプロパティーダイアログボックスの可視プロパ
ティー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。
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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。

 

関連トピック

フォルダ (68 ページ)
フォルダーをビューに追加する (191 ページ)
デフォルト作業フォルダと代替作業フォルダを変更する (196 ページ)
プロジェクトの構造 (472 ページ)

デフォルト作業フォルダと代替作業フォルダ
デフォルト作業フォルダを変更する前には、すべてのユーザーに影響するカスタムフィールドなどを変更す
る場合と同様に、サーバーをロックし、すべてのユーザーがログオフすることが重要です。

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への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、StarTeam ビューと作業フォルダの関係を理解してから作業フォルダを変更することが重要で
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すべてのユーザーに対してパスを
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を使用すると、ユーザー独自の作業フォルダとして、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代替作業フォルダパスが使用されます。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の内容に応じて異なります。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（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）で指定されます。たとえば、ビューの作業フォルダへのパスがC:\New Productであり、ルー
トフォルダにはOnline Help という子フォルダがあるとします。この場合、Online Help 作業フォルダへの
パスはC:\New Product\Online Helpになります。ビューの作業フォルダへのパスを変更すると、子の作
業フォルダへの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、子の作業フォルダへのパスは、通常、
相対的に指定されます。ただし、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、子の作業フォルダのパスは絶対パスになります。
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関連トピック

フォルダ (68 ページ)
ビュー (22 ページ)
分岐オプション (104 ページ)
フォルダまたはアイテムの分岐動作 (106 ページ)
ビューの適切な使用 (102 ページ)
ビュータイプ (99 ページ)
デフォルト作業フォルダと代替作業フォルダを変更する (196 ページ)

ファイル
ファイルをバージョン管理の対象とするには、ファイルをアプリケーションフォルダに追加する必要があり
ます。ファイルを追加すると、ファイルのコピーが StarTeam の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。こ
のことは、複数のファイルをチェックインする場合に、それらのファイルのいずれかのチェックイン操作が
失敗すると、どのファイルもチェックインされないことを意味します。

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バージョン（つまり、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る場合は、排他的ロックをかけてチェック
アウトし、そのファイルで作業中であることを他のユーザーに通知する必要があります。

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、ファイルを他のユーザーが利用できるようにする
か、ファイルの編集を続けられるようにロックをそのままにすることができます。自分が編集しているファ
イルを他のユーザーがチェックインすると、編集しているリビジョンは古いリビジョンになります。StarTeam
は、変更を他のユーザーが加えた変更とマージする必要があることを示す [マージ] ステータスをファイル
に割り当てます。変更を強制チェックインすることはできますが、この場合、別のユーザーの編集内容が上
書きされます。通常、ファイルをもう1回チェックアウトして、それを自分が既に行った変更内容とマージ
する方法が最適です。ファイルが正しいことが確実な場合は、ファイルをチェックインできます。

注: Eclipse Client を使用する場合、次の方法を使用してファイルを操作します。

• [StarTeam] メインメニューのコマンド
• 各種の StarTeam ビューで提供されるコンテキストメニュー
• StarTeam 固有のツールバーボタン
• [チーム] のコンテキストメニュー、または
• [Team Synchronizing] パースペクティブ

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
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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が取得され、作業可
能であることが保証されます。

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 つまたは複数
のリビジョンにラベルを付けたり、Server Explorerのビューのコンテキストメニューにあるラベル、また
は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したりすることがで
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ることを他のチームメンバに通知するために、チェックアウト手順の一環として、
ロックステータスを排他的に変更します。

• チェックイン処理の一環として、ロックステータスをロック解除に変更して、ファイルを他のユーザー
が利用できるようにします。

• バックアップの目的でファイルをチェックインし、引き続きそのファイルを変更する場合は、ファイル
をロックしたままの状態にします。

• 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、Window➤Preferences
➤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、または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個人用オプションを選択します。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。

関連トピック

StarTeam のコンポーネント (66 ページ)

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、製品の機能
強化を提案したり、エラーや問題の修正を要求したりできます。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、次のことが可能です。
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• 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、変更要求を任意のアプリケーション
フォルダに添付したり、サーバー構成内の別のビューの別のアプリケーションフォルダとの間で共有し
たりできます。変更要求をファイルなどの他の任意のアイテムにリンクすることもできます。

• 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。アプリケーションによって、担当者が、変更要求
の現在のステータスに合わせて自動的に変更されます。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入力したユーザーに戻ります。通常、このユーザーは、解決内容を検証する
のに最も適しています。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。必要に応じて、これらの自動変更を無視して別のユーザーを担当者
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ため、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、標準のプロパティーダイアログボックス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
ティーエディター（APE）と呼ばれる異なるダイアログボックス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ーダイアログボックス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。

関連トピック

StarTeam のコンポーネント (66 ページ)
変更要求追跡システムモデル (78 ページ)
変更要求のステータスフィールド (79 ページ)
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変更要求のライフサイクル (80 ページ)
変更要求の組み込みワークフロー (80 ページ)
変更要求を作成する (246 ページ)

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実行される手順を表しています。これらの四角には、実行されるアクション、およ
びそのアクションを担当する可能性が最も高いチームメンバを示しています。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、次の手順で構成されます。

1. チームメンバが、次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をまとめたものと、その問題を再現するための手順リスト。
• 製品の改善提案。

注: この変更要求のステータスは [新規] になります。

2. 他のユーザー（管理者、チームリーダーなど）が、問題を修正するかどうか、または提案された機能強
化を製品に追加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。必要に応じて、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。

注: 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。
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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の調査を終了した後、そのステータスを次のいずれかに変更します。

• 解決
• 記録
• 再現不能

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、または再現不能かを確認するためのテストケー
スを作成し、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）

5. 最後に、さらに別のチームメンバがステータスを [完了] に変更します。このユーザーは、変更要求を
[完了] にするための関連作業として、[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
に含めるレポートに変更要求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。

関連トピック

変更要求 (76 ページ)

変更要求のステータスフィールド
StarTeam の変更要求の組み込みワークフローは、変更要求の [ステータス] フィールドの設定に基づいて
います。このため、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。ただし、自社のニーズに合わ
せて設定値をカスタマイズする場合は、名前を変更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] などと変更できます。

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。選択したステータスに関連付けられているこれら 6
つのステータスは、次のとおりです。

• 先送り
• 再現不能
• 設計どおり
• 解決
• 記録
• 重複
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関連トピック

変更要求 (76 ページ)

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、[検
証終了（解決）] の追加のステータスフィールドが付加されます。最後に、変更要求の対応が完了し、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それぞれから[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、変更要求のライフサイクルのどのステージからでも対応を再開できることがわかります。

関連トピック

変更要求 (76 ページ)

変更要求の組み込みワークフロー
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。この表には、変更要求のステータスに基づいて行われる組み込みワークフローの変更も含まれていま
す。

説明手順

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）。処理：変更要求

提出

ビューを開き、コンテキストメニューから新規を選択し
ます。変更要求には、次のデフォルトプロパティーがあり
ます（必要に応じて変更可能）。

• ステータス：新規
• 重要度：低
• 優先度：なし
• タイプ：障害
• プラットフォーム：すべて
• テスト済み最終ビルド：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
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説明手順

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することを要求することがありま
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。

処理：チームリーダーがすべての新規変更要求を検索し、
次のいずれかを行います。

割り当て

• 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（製品の次期リリース時など）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。

処理：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。

解決

• システムの問題を解決してから、変更要求のプロパ
ティーを更新します（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]、または [重複] です）。

• 変更要求を後日（製品の次期リリース時など）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。
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説明手順

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。

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、

ビルド

非公式のビルドプロセスを持つ場合もあります。いずれか
の時点で、ビルドラベルが作成され、ビューのすべてのア
イテムに添付されます。

変更要求への影響：[以下のビルドで対応]プロパティーの
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]プロパティーが[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（現在の構成ではなく）過
去の構成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する場合を考えます。あ
る変更要求の[以下のビルドで対応]プロパティーが[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。

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。

検証

処理：解決したかどうかを検証するビルドをインストール
して、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。

• 変更要求を検証して、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）]、または[検証終了（重複）]
としてマークします。

• 変更要求の対応を再開して、[テスト済み最終ビルド]
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、自動変更
は発生しません。
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説明手順

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。

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。

閉じる

処理：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 [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[完了]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 [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。

 
注: ステータスを変更すると、その他のプロパティーも自動的に変更される場合があります。

関連トピック

変更要求 (76 ページ)

要件
要件は、EnterpriseAdvantageライセンスでサポートされ、Workbenchの[要件]ビューに表示されます。
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、ある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、最初の要件を2番目の
要件の子にすることができます。企業が処理ルールを実施する場合、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 と一緒に提供され
る StarTeam CaliberRM Requirements Publisher を使用して、要件を CaliberRM から StarTeam に発行
できます。
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要件の特徴

[要件] ビューには、次の条件に当てはまる要件が表示されます。

• 選択されたフォルダに添付されている
• [フィルター] リストボックスで選択されているフィルターの条件に一致する
• [すべての子孫]ボタンで指定された検索深度に一致する（この設定を変更するには、[要件]ビューのツー
ルバーの [すべての子孫] ボタンをクリックします）。

注: [要件]ビューの要件の左側には、ステータスを示すアイコンや、現在のユーザーが最新リビジョン
を読み込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使用することで、企業は、時間や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、または CaliberRM から StarTeam に複雑な要件を発行するこ
とができます。要件を利用することで、ビジネスアナリスト、管理者、開発者、QA スタッフなどは、次の
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
• 要件を使用して作業を見積る
• 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、タスク、および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

関連トピック

StarTeam のコンポーネント (66 ページ)

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、誰がいつ何を行う必要があるかの指示、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ため、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、クエリー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
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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 のドキュメントを参照してください。

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。一部の顧客は、サブタスクが完了したときに達成される目的また
はマイルストーンを表すようにタスクに名前を付けています。

• 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追加できるかどうかに関係なく、そのタスクを完了する責任を特定のチームメ
ンバに割り当てる必要があります。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を
見積る必要もあります。

関連トピック

StarTeam のコンポーネント (66 ページ)

トピック
トピックはスレッド形式の対話記録です。トピックとは、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。一連のメッセージは、それぞれ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したりできます。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。

トピックビューには、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。最終的に、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た、一連のトピックツリーが形成され
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。スレッド内の各レスポ
ンスを順に読んだり、レスポンスに対するレスポンスを読んだりすることによって、議論がどのように展開
されたかを把握できます。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）に特化したディスカッションを開始したりできます。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。
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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。ただし、
StarTeam では、各コンポーネントが緊密に統合されているため、チームメンバは次の操作を実行できま
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
• 特定の手法が使用された理由を説明するメモをトピックに添付する
• プロジェクトにおいて将来のリリースで変更が必要となる可能性がある点を指摘する

関連トピック

StarTeam のコンポーネント (66 ページ)

監査ログ
デフォルトでは、StarTeam Server は監査ログを生成するよう自動的に構成されます。このオプションを
アクティブにすると、StarTeam Server は、プロジェクトの監査イベントをサーバー構成データベースに
記録します。たとえば、変更要求が作成されたり、ファイルが追加されると、ログが記録されます。クライ
アントから監査ログエントリを表示できるようにするには、Workbench で監査ビューを開きます。

注: この操作は、サーバー構成が実行中の場合のみ実行できます。

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

大半のアイテムの場合、イベントとして使用される可能性があるのは、added（追加）、branched（分
岐）、commented（コメント）、created（作成）、deleted（削除）、modified（変更）、moved from
（～からの移動）、moved to（～への移動）、および shared（共有）です。ファイルの場合は、さらに、
converted（変換）、edited（編集）、item overwritten（アイテム上書き）、locked（ロック）、lock
broken（ロック中断）、および unlocked（ロック解除）もイベントとして使用される場合があります。ロ
グエントリ自体の移動、共有、変更、または分岐はできません。

注: 監査ビューにエントリが表示されない場合は、管理者が監査ログ機能を無効にしている可能性が
あります。
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関連トピック

StarTeam のコンポーネント (66 ページ)

オブジェクト
オブジェクトはサーバー内の基本的な情報成果物です。オブジェクトは、コンテンツオブジェクトとも呼ば
れ、個々のリビジョンにアクセス、ラベル付け、および分岐できるようにバージョン管理されます。オブ
ジェクトの内容は一連のプロパティーとしてStarTeamによって格納され、各プロパティーには名前と値が
あります。各オブジェクトタイプに対して、組み込みプロパティーで利用可能な情報よりも多くの情報を格
納する必要がある場合は、カスタムプロパティーを追加できます。StarTeam は、オブジェクトタイプと
してファイル、フォルダ、変更要求、要件、タスク、およびトピックをサポートします。

オブジェクトはアイテムによってStarTeamに公開されるため、オブジェクトとアイテムという用語は、ド
キュメント全体で同じ意味で使用されることがあります。ただし、オブジェクトとアイテムは別のエンティ
ティです。

ファイルオブジェクト

ファイルは多くの場合、StarTeamに格納する最も重要な成果物です。ファイルプロパティーは、[変更者]
プロパティー、セキュリティ、履歴などのメタデータを含んでいます。それらのすべてはリポジトリに格納
されます。ファイルはバイナリデータやテキストデータも含んでおり、それらはデータ保管庫に格納され
ます。ファイルはバージョン管理され、別々のバージョンツリーに分岐できます。ファイルは、リンクおよ
びラベルなどのその他の構成および管理機能によってサポートされます。

フォルダオブジェクト

どのビューにもルートフォルダが 1 つあり、一般的に、その下にサブフォルダのツリーがあります。フォ
ルダには、任意のタイプ（他のフォルダを含む）のオブジェクトを含めることができます。フォルダはコン
テナですが、プロパティーがあり、バージョン管理されます。また、ファイルや変更要求のようにオブジェ
クトでもあり、分岐できます。フォルダの論理パス名は、名前の前に親フォルダ名を付けることによって定
義されます。ただし、対応する作業フォルダパス（クライアントでフォルダ内のファイルがローカルに格納
される場所）は、論理パス名と一致しないことがあります。これは、作業フォルダパスは、フォルダ単位お
よびクライアント単位で上書きできるためです。

変更要求オブジェクト

StarTeam は、変更要求を使用した、統合された障害および機能強化要求の追跡をサポートします。ファイ
ルと同様に、変更要求は、バージョン管理、分岐、リンク、ラベル付けなどができます。変更要求は、通
常、バグレポート、新しい機能提案などの別々の要求を表すために使用されます。

要件オブジェクト

StarTeamは、初期の開発ライフサイクルのステップを文書化するために使用できる軽量な要件オブジェク
トをサポートします。要件は、StarTeamで直接作成および利用したり、CaliberRMなどの本格的な要件管
理システムからオブジェクトをインポートして、同期したりすることができます（StarTeam CaliberRM
RequirementsPublisherを使用）。要件オブジェクトは、バージョン管理、リンク、およびラベルがサポー
トされていますが、分岐しません。
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タスクオブジェクト
StarTeamのタスクは、Microsoft Projectなどのプロジェクト管理システムの作業アイテムに似ています。
StarTeam の Microsoft Project Integration を使用すると、タスクを Microsoft Project のタスクと同期で
きます。通常、タスクは、大きな作業計画のステップを表し、複数のユーザーに割り当てることができま
す。このため、タスクをサブタスクに分割し、複数の作業レコードを介して追跡することができます。タス
クは、バージョン管理され、ラベル付け、リンクなどができますが、ファイルや変更要求のように分岐しま
せん。

トピックオブジェクト

トピックはニュースグループのようなメッセージであり、あるユーザーが書き込み、別のユーザーが応答で
きます。特定の主題に対する一連のトピックによって、スレッドディスカッションが作成されます。これ
は、ファイル、変更要求、または他のオブジェクトに添付でき、開発アクティビティーにとって重要な対話
記録を取得できます。タスクと同様、トピックはバージョン管理されますが、分岐しません。

関連トピック

StarTeam のコンポーネント (66 ページ)
用語 (474 ページ)

オブジェクトとアイテム
オブジェクトがビューを介して表示される方法を理解することは重要です。すべてのコンテンツオブジェク
トは、アイテム（ビューメンバとも呼ばれます）という関連付けオブジェクトによってビューに公開されま
す。新しいオブジェクト（たとえば、ファイル）をビューに追加すると、StarTeam によって新しいファイ
ルオブジェクトがバージョン 1.0 として作成され、そのファイルを指す新しいアイテムが作成されます。
このアイテムでは、参照されるファイルを指定するだけでなく、ファイルが表示されるフォルダも指定しま
す。たとえば、ファイルをあるフォルダから別のフォルダに移動する場合、実際はファイルアイテムが別の
親フォルダアイテムを指すように変更するのみであり、ファイルオブジェクトやフォルダオブジェクトは
変更されません。
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アイテムとオブジェクトの関係

上の図は、アイテムとオブジェクトの関係を示しています。この例では 2つのビューが表示されており、そ
れぞれのビューはルートフォルダアイテムを指しています。すべてのアイテムは、対応するオブジェクト
を指しており、オブジェクトにはオブジェクトプロパティーがあります。ルートフォルダアイテム以外の
すべてのアイテムは、そのアイテムが属するフォルダを示す、親フォルダアイテムを指しています。

子アイテム

新しいオブジェクトの代わりに作成されるアイテムは親アイテムです。親アイテムまたは子アイテムをコ
ピーすると、子アイテムが作成されます。これにより、同じオブジェクトを別の場所に表示できます。子ア
イテムは、コピー元の親アイテムを指します。子アイテムは 2 つの状況で作成されます。

• 子ビュー：新しいビューを別のビューの子として作成する場合、親ビューのアイテムがコピーされて、
子ビューのアイテムが作成されます。オブジェクト自体はコピーされません。新しい子ビューのアイテ
ムは、同じオブジェクトを指します。

• 共有：アイテムは、明示的にコピーして共有アイテムを作成できます。このことは、たとえば、サー
バー・エクスプローラーで、[Ctrl] キーを押しながら、アイテムをあるフォルダから別のフォルダにド
ラッグすることによって実行できます。この場合、選択されたアイテムがコピーされ、当初は元のアイ
テムと同じオブジェクトを指します。

オブジェクトプロパティーおよびアイテムプロパティーの分離

子ビューのアイテムと子共有のアイテムの主な相違点は、初期の構成です。オブジェクトの動作は、そのオ
ブジェクトを操作するために経由する親アイテムまたは子アイテムの構成に、部分的に影響されます。親ア
イテムと子アイテムの動作の仕方を理解するには、オブジェクトプロパティーとアイテムプロパティーの
分離を理解する必要があります。

• オブジェクトプロパティー：StarTeamに表示されるプロパティー（名前、変更者、バージョン、（ファ
イルの）データなど）のほとんどは、オブジェクトに属しています。オブジェクトが任意の方法で変更
されると、オブジェクトの別のリビジョンが作成されます。たとえば、変更要求の現在のリビジョンが
1.2 で、担当者プロパティーが変更された場合、変更された変更要求はリビジョン 1.3 として格納され
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ます。現在のリビジョンが 1.4.1.2 であるファイルに新しいバージョンがチェックインされると、新し
いバージョンは 1.4.1.3 となります。

• アイテムプロパティー：アイテムには、参照されるオブジェクト、表示されるフォルダ、およびアイテ
ムを介したオブジェクトへの更新が処理される方法を定義するプロパティーが含まれています。アイテ
ムのプロパティー（親ビュー、親フォルダなど）のほとんどは、クライアントのアクションに基づいて
StarTeam によって暗黙的に管理されます。アイテムによって参照されるオブジェクトの操作に影響す
る主要なアイテムプロパティーが 3 つあります。

このプロパティーはアイテムが参照するオブジェクトの分
岐を定義します。新しいオブジェクトはそれぞれ一意のオ

オブジェクト ID

ブジェクト ID を受け取り、リビジョン番号は 1.0 から開
始されます。オブジェクトのリビジョン番号は、更新され
るたびに増えていきます（1.1、1.2 など）が、オブジェ
クト ID は変更されません。このため、アイテムによって
参照されるオブジェクトIDは、オブジェクトの分岐全体、
および、場合によっては、特定のリビジョンを指します。
オブジェクトが分岐すると、新しいオブジェクト ID の新
しいオブジェクトが作成され、リビジョン番号は分岐ポイ
ントを反映して拡張されます（たとえば、1.2.1.0）。ア
イテムは、指し示すオブジェクトIDを更新することによっ
て、新しい分岐を参照します。

このプロパティーは、アイテムが変動するか、特定の時点
に固定されているかを定義します。アイテムの動作が変動

動作の構成

に設定されている場合、アイテムは参照するオブジェクト
の分岐のチップリビジョンを指します。アイテムの動作が
特定の時点に設定されている場合、アイテムはその時点で
最新のオブジェクトリビジョンを参照します。

このプロパティーは、ファイルまたは変更要求を参照する
子アイテムに対してのみ有効です。変更分岐は、アイテム

変更時分岐

を介してオブジェクトが変更された場合の動作を制御しま
す。このプロパティーをtrueにすると、変更時分岐によっ
て、オブジェクトの新しい分岐が開始されるように変更さ
れます。たとえば、現在のリビジョンが 1.2 である場合
は、アイテムを介してファイルをチェックインすると、
1.2.1.0 に分岐を開始します。変更時分岐プロパティーが
false の場合は、基本となるオブジェクトがこのアイテム
を介して既に分岐しているか、アイテムを介した更新が親
アイテムと同じオブジェクトに処理されるか、または、ア
イテムが読み取り専用（凍結）です。

 
子ビューのアイテムは、それが属するビューを操作することによって作成および管理される自動的な共有で
す。このため、通常は子アイテムのことを意識しないで、ビュー自体を管理することに集中できます。

ただし、UI 内で作成した手動の共有または SDK コマンドを使用して作成した手動の共有の場合は、更新が
同じ共有ツリーの他のアイテムにどのように伝播されるかを理解するために、アイテムプロパティーに対し
てより注意する必要があります。たとえば、共有アイテムの中継動作が変更された場合、または共有アイテ
ムがフォルダである場合は、親アイテムが削除されたときの共有アイテムの操作が複雑になることがありま
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す。このため、共有は慎重に使用する必要があります。さらに、プロジェクトの境界をまたぐ共有の場合
は、より綿密に調査して使用する必要があります。

関連トピック

StarTeam のコンポーネント (66 ページ)
用語 (474 ページ)

ライフサイクル機能
コンテナ、オブジェクト、およびアイテムは、開発の成果物を取得し、プロジェクトやチームの必要に応じ
て整理するのに役立ちます。StarTeam には、ビルド、リリース、および変更管理などの処理をサポートす
る追加のコア機能が備えられています。リンク、ラベル、および処理ルールなどの機能は、情報が移動する
開発のライフサイクルに重点が置かれています。

リンク

StarTeam のリンクを使用すると、任意のオブジェクトを関連付けできます。たとえば、変更要求を解決す
るために変更されたファイルに、変更要求をリンクできます。各リンクの端は、アイテムの特定のリビジョ
ンを指すように固定したり、アイテムの最新のバージョンを指すよう変動にしたりすることができます。

ラベル

特定のアイテムリビジョンのセットは、ラベルを使用して参照できます。ビューラベルは、通常、ビュー
のすべてのアイテムの特定のリビジョンを参照しますが、リビジョンラベルは、小規模なアイテムのグルー
プの特定のリビジョンを参照します。

処理ルール

プロジェクトは、処理ルールを強制するように構成できます。処理ルールでは、ファイルのチェックインを
制御するアイテムとして、特定の変更要求、タスク、または要件を使用することが必要となるようにしま
す。処理ルールを有効にすると、新規および変更されたファイルと関連する処理アイテムがリンクされるこ
とによって、変更のトレーサビリティが向上します。

関連トピック

StarTeam のコンポーネント (66 ページ)
用語 (474 ページ)

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。
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関連トピック

概念 (65 ページ)
プロジェクトの概要 (92 ページ)
プロジェクトの独立性の維持 (92 ページ)
プロジェクト間のファイルの依存関係 (95 ページ)
プロジェクト間のアクティビティー (96 ページ)

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整理することができます。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
文書、ソースコード、テストスイートなどのファイルを、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
パックの作成を妨げることなく、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、その場所にプロジェクトを作成するために必要な権限が付与されている場
合は、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。

関連トピック

プロジェクトの構成 (91 ページ)
プロジェクトの独立性の維持 (92 ページ)
プロジェクト間のファイルの依存関係 (95 ページ)
プロジェクト間のアクティビティー (96 ページ)

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
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す。必要であれば、元の StarTeam構成から分離することもできます。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。

次に、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します。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、相互に関係してお
り、通常は一緒に拡張または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）
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、生成を行うために必要なファイルを含めます。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）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 StarTeam 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、一般的に、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、または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、および.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大きく依存します。

• 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補足的なオブジェクト（変更要求、タスク、トピッ
ク、および要件）が同じプロジェクトに保存されているときに、最大限に機能します。たとえば、変更
要求の入力、追跡、および変更要求に関連する同じプロジェクト内のファイルへのリンクが可能です。
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
ビティー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たり（たとえば、ファイル
と変更要求）する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
が、リンクや共有を大量に使用することによって相互に関連することがあります。ただし、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、レポート作成、セキュリティが困難になり、
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。このことから、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関係なく、同じプロジェ
クト内においてより効率的に管理されると考えられます。

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。一般的に、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。
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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る必要があります。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、およ
びその他のオブジェクトは、同じプロジェクトで管理する必要があります。

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の一部とDLLの 1つ
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、一般的に、
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、および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
ン同士はほとんど独立しています。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イート
全体の規模から、複数のプロジェクトを使用する必要があります。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、生成されたjarファイルをチェックインすること
によって、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、特別なビル
ドスクリプト（StarTeam SDK を使用）が使用されます。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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関連トピック

プロジェクトの構成 (91 ページ)
プロジェクトの概要 (92 ページ)
プロジェクト間のファイルの依存関係 (95 ページ)
プロジェクト間のアクティビティー (96 ページ)

プロジェクト間のファイルの依存関係
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あるか生成されたファイルである
かに関係なく、一部の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。

このような場合、共通するファイルをプロジェクト間で共有する方法がすぐに念頭に浮かびます。このアプ
ローチは表面的には機能しますが、プロジェクト間での共有は、次のような理由から問題を生じやすいこと
が経験的にわかっています。

• 共有の動作が「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に直ちに反映
されます。場合によっては、反映のタイミングが適切でないことがあります。多くのStarTeamユーザー
は、より計画的に更新の伝播を管理する必要があります。

• 共有の動作が特定のタイムスタンプに設定されている場合、更新を伝播するために必要に応じてタイム
スタンプを調整する必要があります。調整時には、共有アイテムは読み取り専用になります。非常に多
くの共有アイテムに対して継続的に構成のタイムスタンプを調整するのは負担になる可能性があります。

• 共有の変更時分岐プロパティーが（場合によっては誤って）オンに設定されている場合、子共有に変更
が加えられると、子プロジェクトでオブジェクトが分岐します。これにより、親オブジェクトから共有
が分断され、元に戻すのは困難になります。子共有がフォルダの場合は、作業フォルダの変更などの実
質的な影響のない変更を行っても、フォルダオブジェクトの分岐が生じます。

• 共有ツリーに属するアイテムを更新する場合、共有ツリーのすべてのアイテムをロックする必要があり
ます。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、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も削除して、使用していない領域を
解放できます。ただし、削除されたプロジェクトやビューで共有が使用されている場合は、完全削除ユー
ティリティでデータベースレコードやアーカイブファイルを削除できず、期待どおりにデータベースと
アーカイブのサイズを削減できない場合があります。つまり、プロジェクト間の共有を使用するサーバー
のサイズを削減できない可能性があります。

これらの理由から、他の手法の方が、プロジェクト間のファイルの依存関係を効果的に処理できることがわ
かっています。次に、さまざまな状況で使用可能な、いくつかの共有の代替手段を示します。最終的に共有
がプロジェクト間でファイルを公開する最適な方法となる可能性はありますが、まず次のアプローチを検討
してください。

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。
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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適した場所です。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には、ビルドスクリプトが適しています。

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 XML ファイルを作成できます。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ると、ビルド、リリース、またはその他のスクリプトは、こ
の XML ファイルをチェックアウトし、解析して、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。リンクでは、
共有で発生する問題の多くが発生しません。リンクを固定、変動、または移動することによって、さまざま
なオブジェクトリビジョンを参照できます。リンクを使用することの短所は、リンクにはタイプがなく、
バージョン管理されず、また、存在する可能性がある他のリンクと区別するために、リンクコメント以外の
プロパティーがないことです。

関連トピック

プロジェクトの構成 (91 ページ)
プロジェクトの概要 (92 ページ)
プロジェクトの独立性の維持 (92 ページ)
プロジェクト間のアクティビティー (96 ページ)

プロジェクト間のアクティビティー
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ーが見
つかる場合があります。次に、例となるシナリオと対処方法を示します。

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、StarTeamSDKを使用します。これを利

複数プロジェクトのビルド

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。また、StarTeamコマンドラインツール（stcmd）の
反復呼び出しを使用して、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。

新しい不具合が発見された場合、通常は、修正する必要が
あるモジュールが見つかる前に、それが変更要求として入

不具合修正の優先順位付け

力されます。つまり、通常変更要求が修正されるファイル
を含むプロジェクト内で管理されている場合には、最初に
変更要求を作成する場所を決定する必要があるという矛盾
が生じます。通常、プロジェクトリーダーまたはその他の
ユーザーが、変更要求を処理する必要があると判断した
ユーザーに変更要求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
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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、しばらく判明し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一定
の場所（たとえば、「新規不具合」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（コピーではな
く）移動することです。

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、「すべてのプ

プロジェクト横断的なレポート作成

ロジェクトのすべての作業開始されている変更要求」や、
「サーバーをまたがるファイルメトリクス」などのレポー
トを生成する場合は、StarTeamSDKを使用して、Java、
VB、または任意の言語で簡単なレポートアプリケーショ
ンを記述するのが最適な方法です。

 

関連トピック

プロジェクトの構成 (91 ページ)
プロジェクトの概要 (92 ページ)
プロジェクトの独立性の維持 (92 ページ)
プロジェクト間のファイルの依存関係 (95 ページ)

ビューの構成と管理
ビューは、StarTeam の最も重要な構成概念の 1 つです。ビューは、プロジェクトの成果物への「ポータ
ル」を表し、開発の広範囲の処理アクティビティーに利用できます。

このセクションでは、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。また、ビューの
いくつかの基本的なガイドラインを提供し、開発のさまざまなライフサイクルシナリオに対処するために
ビューを使用する方法を提案します。

関連トピック

概念 (65 ページ)
分岐ビュー (98 ページ)
ビュータイプ (99 ページ)
ビューの適切な使用 (102 ページ)
反復型開発をサポートするビュー (103 ページ)
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分岐ビュー
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して、
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。
• 開発とテストが完了するまで、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、必要に応
じて、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、混乱を生じるだけでなく、重大な問題が発生する可能性があります。

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、StarTeamから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播しません。また、子ビューでの削除は親ビュー
には伝播しません。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する場合は、ビューご
とに手動で削除する必要があります。

同様に、フォルダまたはアイテムの移動は、コピーしてから削除したものと見なされます。削除操作が伝播
されないため、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つのフォルダまた
はアイテムが存在することになります。このため、移動は関連するビューで共有することと等価です。

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 つ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: 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、およびトピックは一切
分岐できません。そのようなアイテムへの変更は、それらが作成されたビュー（移動または共有された
ビュー、あるいは読み取り専用ではない変動子ビュー）で行うことができます。そのようなアイテムの
新しいリビジョンは、任意の変動子ビューから確認できます。

関連トピック

ビューの構成と管理 (97 ページ)
ビュータイプ (99 ページ)
ビューの適切な使用 (102 ページ)
反復型開発をサポートするビュー (103 ページ)
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ビュータイプ
多くのタイプのビューには、各ビューの作成に使用されたオプションに基づき、異なる機能が備えられてい
ます。特定の状況において有用なビューや、稀な状況においてのみ有用となるビューがあります。ビューの
動作は各ビューの作成に使用されたオプションに基づいているため、ビュータイプは公式に定義されていま
せん。このため、ビューについて理解することが多少難しくなっています。

基本のビュータイプとそれらの一般的な機能の説明を以下に示します。

「空の」ビューとも呼ばれます。既存のビューから派生せず、空の状態で開始されま
す。親を選択すると、それがツリービューに表示されます。このビューに新しいフォ

派生なしビュー

ルダ、ファイル、および他のオブジェクトのみを追加すると、ビューとして作成され
たプロジェクトにまだ「属している」ことを除き、プロジェクトのように効率的に動
作します。他の場所から提供されたオブジェクトが派生なしビューに共有されると、
そのオブジェクトはオブジェクトの任意のアセンブリのように動作します。共有アイ
テムは、変動にすると更新され、固定にすると読み取り専用となります。派生なし
ビューはほとんど使用されません。

派生ビューは、いくつかの他のビューと共に「パースペクティブ」として作成されま
す。パースペクティブビューのフォルダの 1 つが、派生ビューのルートとして選択さ

派生ビュー

れます。このため、派生ビューは派生元にあるオブジェクトに通じる「窓」となりま
す。ただし、派生ビューには、他のオプションに応じて多くの種類の動作と使用法が
あります。

参照ビューは、派生ビューの一種であり、それによって公開されるオブジェクトの純
粋なサブセットです。つまり、親ビューと参照ビューはまったく同じオブジェクトを

参照ビュー

参照し、一方からの変更が他方のビューに影響します。参照ビューのアイテムは分岐
しないため、参照ビューは「分岐なしビュー」とも呼ばれます。参照ビューは親と同
じビューラベルを使用します。これらの読み取り/書き込みビューは、親ビューの現在
の構成にあるアイテムのサブセットを参照します。これらのビューには、多くの場合、
特定のユーザーのグループまたは個々のユーザーに関係のあるアイテムのみが含まれ
ています。参照ビューはさらに 2 つのタイプに分割できます。

更新可能な参照ビューのアイテムは、対応する
オブジェクトのチップリビジョンに「変動」

更新可能な参照ビュー

するため、オブジェクトを参照ビューから更新
できます。これらの変更は親ビューにも直ちに
反映されます。実際には、更新可能な参照
ビューはほとんど使用されません。参照ビュー
への更新が親ビューに（またはその逆に）反映
されるため、混乱することがあります。参照
ビューの「サブ設定」機能が役立つ場合があり
ますが、セキュリティ設定を使用すると、同様
の機能を実現できます。

これらのビューは、元のビューの特定の状態に
基づいており、読み取り専用です。これらの

読み取り専用参照ビュー

ビューは、通常、特定の製品リリースで使用さ
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れるアイテムのリビジョンを簡単に見つけるこ
とができるように、利便性のために作成されま
す。たとえば、4.1リリースビューは、4.1リ
リースを再ビルドするために将来使用される可
能性があります。これらのビューは変動または
凍結にできます。

変動参照ビューは、親ビューに対して最新の状
態を保ちます。たとえば、プロジェクトへの変
更を監視するチームメンバ用に、変動ビュー
を作成できます。読み取り専用の変動参照
ビューはロールバックできます。

凍結（固定）参照ビューは、特定の日付および
時刻の親ビューを取得します。たとえば、凍結
ビューをマイルストーンとして作成し、それに
対してプロジェクトのその後の進捗による変更
を加えていくことができます。読み取り専用の
凍結参照ビューはロールバックできません。
いくつかまたはすべてのビューのアイテムの構
成は、（更新可能な）親ビューからの変更を表
示できるように「変動」にできます。逆に、ア
イテムを特定の構成に固定することができます
が、アイテムの構成を変更しない限り、基本と
なるオブジェクトへの変更は反映されません。
固定および変動の読み取り専用ビューは、ビル
ドスクリプトなどの読み取り専用アプリケー
ションに役立つことがあります。

 

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。バリアントビューが参照するオブジェクトは、更新時に分岐することがあり

バリアントビュー

ます。ただし、各アイテムの変更時分岐の動作は個別に設定できます。このため、バ
リアントビューは「分岐可能なビュー」とも呼ばれます。ビューのアイテムをどのよ
うに初期構成するかによって、バリアントビューの動作は非常に異なります。

これらのビューも現在のビューの構成に基づ
いていますが、アイテムは変更された場合に

分岐なしビュー

変更時分岐するように設定されません。アイ
テムは、動作が変更されるまで分岐できませ
ん。バリアントビューのアイテムが変更時
分岐を「false」に設定して初期構成されて
いる場合は、ビューが親とラベルを共有しな
いことを除いて、参照ビューのように動作し
ます。ビューのアイテムの構成が「変動」に
設定されている場合は、それらのアイテムの
更新が親に反映されます（「変動ビュー」と
も呼ばれます）。アイテムの構成が特定のタ
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イムスタンプで構成されている場合、それら
のアイテムは読み取り専用となります。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を試した
ユーザーもいますが、この方法は難しく、期
待した結果が得られない場合もあります。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。

これらのビューは現在のビューの構成に基づ
いており、すべてのアイテムは変更された場

すべて分岐ビュー

合に分岐するように設定されます。これら
は、通常、保守ベースラインを作成およびサ
ポートするために使用されます。すべて分岐
ビューは、通常、すべてのビューの中で最も
有用なビューです。ただし、ビューの作成
後、この動作はアイテムごとに変更できま
す。分岐ビューは、他のビューのこれらのア
イテムに影響を与えずに、特定のビューにあ
るアイテムを変更するために使用できます。
すべてのアイテムは変更時分岐を「true」に
設定して初期化されるため、それらの構成に
関係なく更新できます。アイテムの初期構成
を変動に設定するか、特定のタイムスタンプ
に設定するかによって、ビューを異なる形で
役立てることができます。

 

 

ビュータイプの基本プロパティー

基本プロパティーとさまざまなビュータイプの有用性を次の表に示します。

有用性アイテムは更新可
能

アイテムは分岐可
能

親ビューとのラベ
ルの共有

参照とバリアント
のどちらか

ビュータイプ

低はい共有されている場
合のみ

なしなし派生なし

低いいえいいえはい参照更新可能な参照
ビュー

中（読み取り専用
アプリケーション
の場合）

いいえいいえはい参照読み取り専用参照
ビュー

中（管理が煩雑）変動の場合のみ初期構成ではいい
え

いいえバリアント分岐なしビュー

高はいはいいいえバリアントすべて分岐ビュー
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関連トピック

ビューの構成と管理 (97 ページ)
分岐ビュー (98 ページ)
ビューの適切な使用 (102 ページ)
反復型開発をサポートするビュー (103 ページ)

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する必要がある、一般的なガイドラインを
以下に示します。

各ビューは、特定のライフサイクルアクティビティーの「ス
トリーム」として扱います。ビューは、サポートするアク

ビューは、「ストリーム」として扱います。

ティビティーのタイプによって、受信する更新が多い場合、
少ない場合、または一切ない場合があります。

メインビューをプロジェクトの「本稼動」ベースラインと
して使用します。これにより、プロジェクトによってサポー

メインビューをメインベースラインとして使用します。

トされるアプリケーションまたはコンポーネントのすべて
の成果物が蓄積されます。変更は、後で説明するように、
ライフサイクルモデルや開発チームのサイズに応じて、さ
まざまな方法で行われます。ただし、変更は最終的にメイ
ンビューに向けて「上方へ」移行されます。

主に、すべて分岐ビューを使用するようにします。参照
ビューはビルドスクリプトなどの読み取り専用のアクティ
ビティーに使用します。

すべて分岐ビューを使用します。

ビューラベルとプロモーション状態は、簡単に使用でき、
かつ、効率的です。ビューラベルを使用すると、ビューの

ビューラベルとプロモーション状態を使用します。

すべての成果物をすばやくマークしたり、ラベルに基づい
てチェックインやビルドを実行したり、ラベルに含まれて
いる個々のファイルのリビジョンを調整したりすることが
できます。プロモーション状態を使用すると、エンジニア
リングテストやリリース候補などの論理ライフサイクル状
態を定義し、それぞれをビューラベルにマップすることが
できます。ビューラベルは、調整したり、次の状態に簡単
に「プロモート」したりすることができます。また、ビュー
ラベルおよびプロモーション状態に基づいて新しいビュー
を作成することもできます。

ビューは、一般的に、メインビューの直接の子としてのみ
必要となります。場合によっては、第 3 レベル（孫）の

ビューレベルは第 2 または第 3 レベルまでにします。

ビューが必要になることもあります。ビューレベルが第 3
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レベルより深くなる場合は、ビューを効率的に使用してい
ないことを意味することがあります。

更新可能な派生なしビュー、変動ビュー、または参照ビュー
は、非常に特殊な状況（これらのビュータイプの動作を完

一部のビュータイプは、特定の状況を除いて、使用しな
いようにします。

全に理解しており、その動作が使用状況に最適である場合）
を除いて使用しないでください。

ビューはある程度「重い」オブジェクトです。数多くのア
イテムを持つ既存のビューから派生する場合、作成に数分

ビューを使用しすぎないようにします。

かかることがあり、通常、数千の新しい子アイテムがデー
タベースに追加されます。数百のビューまでは単一の
StarTeam サーバーに保持しても安全ですが、通常、数千
のビューを使用することは適切ではありません。このこと
は、ビューを個々の開発者の「個人用ワークスペース」と
して使用するのは適切ではないことを意味します。

 

関連トピック

ビューの構成と管理 (97 ページ)
分岐ビュー (98 ページ)
ビュータイプ (99 ページ)
反復型開発をサポートするビュー (103 ページ)

反復型開発をサポートするビュー
このセクションでは、さまざまな反復型の開発シナリオについて説明し、それぞれをサポートするために
ビューを使用する方法を提案します。各シナリオは、次のことを前提としています。

• メインビューは本稼動ベースラインに使用されます。
• プロジェクトは処理アイテムを強制するように構成されます。このため、変更要求、タスク、または要
件オブジェクトは各作業「単位」で作成されます。作業「単位」は、関連する一連のファイルのチェッ
クインが包含されるように緩やかに定義されます。

• ビューラベル（および場合によってはプロモーション状態）がルーチンのビルドに使用されます。この
ことは、たとえば、夜間にビューラベルが適用され、ここからビルドが生成され、テストされることを
意味します。「ビュー内」更新ステップをサポートするために、ビューラベル、プロモーション状態、
および処理アイテムが使用されます。

関連トピック

ビューの構成と管理 (97 ページ)
分岐ビュー (98 ページ)
ビュータイプ (99 ページ)
ビューの適切な使用 (102 ページ)
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分岐
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して、
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。
• 開発とテストが完了するまで、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、必要に応
じて、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する必要はありません。要件、タスク、およびトピックは一切分岐できませ
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播しません。また、子ビューでの削除は親ビュー
には伝播しません。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する場合は、ビューご
とに手動で削除する必要があります。

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 つ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含むすべての共有が無効になります。

関連トピック

概念 (65 ページ)
分岐オプション (104 ページ)
フォルダまたはアイテムの分岐動作 (106 ページ)
分岐、移動、共有時の変更要求への影響 (107 ページ)

分岐オプション
新規ビューウィザードで分岐を許可するビューを作成する場合に、すべて分岐オプションまたは分岐なし
オプションのどちらを選択するかを決定する必要があるため、分岐動作を理解することは重要です。この決
定は、親ビューから派生するビューが作成されるときに、新しいビューのすべてのアイテムに影響を及ぼし
ます。
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分岐を許可し、変更時に分岐するように子ビューの分岐動作が設定されている場合は、子ビューのアイテム
が変更されると、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
テムとが分離されます。また、これらのアイテムは、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。アイテムが分岐すると、親ビューの対応するアイテムからの更新情報の送信および適用がアプリケー
ションによって行われなくなります。

分岐の注意事項

• 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。つまり、変動構成を持つアイテムへの変更は、親ビューに伝播されます（ま
た、変更は、対応するアイテムの現在の動作および構成によっては、親ビューのいくつかの他の子ビュー
の対応するアイテムに伝播されることもあります）。

• 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。

• 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ることがあります。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。

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、そのファイルをチェックインし
たり、プロパティーを変更したりすることはできません。

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は、次のいずれかに該当します。

• アイテムが既に分岐している。
• アイテムを変更できません。たとえば、アイテムが参照ビューにある場合、分岐は許可されません。そ
のようなビューで変更が許可された場合、変更は親ビューに自動的に伝播されます。アイテムと親ビュー
の対応するアイテムの分離は発生しません。

• アイテムが作成、移動、共有された場所やタイミングによっては、分岐はアイテムに対して意味を持ち
ません。たとえば、ルートビューに追加されたファイルは、分岐する理由がありません。親ビューに対
応するアイテムがないアイテムは、分岐する理由がありません。

ブランク分岐ビュー（親ビューから派生していないビュー）を作成した場合、初期状態ではビューにアイテ
ムはありません。このため、親ビューに対応するアイテムは存在せず、分岐動作は無効になります。

注: 分岐ビューで、分岐しないフォルダ（つまり、フォルダーの動作ダイアログボックスで、フォル
ダの変更時に分岐チェックボックスがオフになっている）にアイテムを追加した場合、新しいアイテ
ムには親ビューに対応するアイテムがありません。この新しいアイテムは、親ビューから独立している
ため、分岐は無効になります。

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が分離されます。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、次のように動作します。
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• 変更時に分岐チェックボックスがオフになります。
• リビジョン番号が新しくなり、親ビューのリビジョンと共有されません。

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（場合によっては、親ビューの他の子ビューにも）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、アイテムを変更することはできませ
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。読み取り専用とは、そのアイテムのデータが
そのビュー内から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、その
ファイルをチェックインしたり、プロパティーを変更したりすることはできません。

関連トピック

分岐 (104 ページ)

フォルダまたはアイテムの分岐動作
フォルダ、ファイル、および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。

注: フォルダが分岐しても、その子フォルダやファイルは分岐しません。

フォルダまたは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。たとえば、ファイルが分岐
する前のリビジョン番号が1.13であった場合、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
内のファイルに対して次に変更を行うと、リビジョン番号 1.14 が設定されます。

次に、分岐動作の基本を示します。

• フォルダと変更要求は、そのプロパティー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ー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、ある顧客から、特別な製品エディションを依頼されたとします。たとえ
ば、その顧客専用のいくつかの特殊な機能が必要とされています。現在の製品のアイテム（ファイル、変更
要求など）と、この特別な依頼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、祖先となる他のアイテムから派生することになります。複数
のアイテムが、共通の祖先を持ちながら、それぞれまったく異なるリビジョン履歴を持つ場合もあります。
テキストファイルなどの場合には、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。
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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。履歴を完全に把握
していない場合は、その分岐動作を把握できない可能性があります。

例：

• 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、フォルダー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内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、そのフォルダやアイテムの分岐動作は最初は有効になって
おり、変更時に分岐チェックボックスはオフになっています。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。フォルダーの動作ダイアログボックスでは、変更時に分岐チェックボッ
クスは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。

関連トピック

分岐 (104 ページ)
ビュータイプ (99 ページ)
ビューの適切な使用 (102 ページ)

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。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でも、この動作は変わりま
せん。

• 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フィールドと
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。
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関連トピック

分岐 (104 ページ)

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。ファイルがバージョン管理下に置かれると、チームメンバは、ファイルをチェックアウトして変更
し、新しいリビジョンをチェックインできます。アプリケーションでは、各ファイルリビジョンの履歴情報
が保持されます。また、リンク機能が備えられているため、ファイルリビジョンを、ファイルまたはその
ファイルの特定のリビジョンに影響を与える他のアイテムにリンクできます。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。

関連トピック

概念 (65 ページ)
チェックインとチェックアウトの概要 (108 ページ)
EOL 変換処理の概要 (110 ページ)
一貫性のあるチェックインとチェックアウト (111 ページ)
低速接続時のファイルのチェックアウトの最適化 (112 ページ)
大量ファイルの一括チェックアウトユーティリティ (113 ページ)

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。ファイルがリポジトリに追加さ
れた後、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。アプリケーションでは、そのファイルのすべてのリビジョンについての情報が管理されます。ファ
イルリビジョンをチェックアウトする場合は、それがファイルのチップバージョン、つまり最新バージョ
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る場合は、排他的ロックをかけてチェックアウトし、そ
のファイルで作業中であることを他のユーザーに通知する必要があります。

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
ルを変更したりした場合、アプリケーションでは、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を使用できます。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。

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、そのファイルは、内容から
計算された MD5 値を使用して保存されます。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。既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
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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、複数の子フォル
ダからファイルを選択したり、選択したフォルダおよびその子孫フォルダのすべてのファイルをチェックア
ウトしたりできます。

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が取得され、作業可
能であることが保証されます。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に役立ちます。

バージョン管理下にあるファイルを使用する場合は、次のような運用をお勧めします。

• ファイルに変更を加えることを他のチームメンバに通知するために、チェックアウト処理の一環として、
ロックステータスを排他的に変更します。

• チェックイン処理の一環としてロックステータスを削除することにより、他のチームメンバに対して、
ファイルへの変更が完了したこと、およびファイルをチェックアウトできるようになったことの両方を
通知できます。

• バックアップの目的でファイルをチェックインし、引き続きそのファイルを変更する場合は、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
イルを変更したりした場合は、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チェックボックスをオンにします。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。

注: StarTeam では、オペレーティングシステムでファイル名の大文字/小文字が区別されるかどうか
が認識され、それに応じてファイルが処理されます。

関連トピック

チェックインおよびチェックアウトの関連操作 (108 ページ)
EOL 変換処理の概要 (110 ページ)
一貫性のあるチェックインとチェックアウト (111 ページ)
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低速接続時のファイルのチェックアウトの最適化 (112 ページ)
大量ファイルの一括チェックアウトユーティリティ (113 ページ)
Cache Agent を使ってチェックアウトの統計情報を監視する (239 ページ)

EOL 変換処理の概要
StarTeam Eclipse Client では、固定の EOL 文字を含む変換ファイルがサポートされます。たとえば、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。さ
らに、EOL 形式が定義されると、ステータスの更新は、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。以前のクライアントとの互換性のた
めに、チェックアウト「EOL変換」が要求されておらず、EOL形式が[未定義]の場合、ファイルはサーバー
に追加されたときの EOL 変換でチェックアウトされます。

注: ユーザーが既にオプションを定義しているのでなければ、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、「チェックが付いた状態」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。

関連トピック

チェックインおよびチェックアウトの関連操作 (108 ページ)
チェックインとチェックアウトの概要 (108 ページ)
一貫性のあるチェックインとチェックアウト (111 ページ)
低速接続時のファイルのチェックアウトの最適化 (112 ページ)
大量ファイルの一括チェックアウトユーティリティ (113 ページ)
EOL 形式プロパティー (110 ページ)
EOL プロパティー値 (111 ページ)

EOL 形式プロパティー
EOL 形式プロパティーは、ファイルの詳細に EOL 文字として表示されます。

EOL 形式プロパティーに意味があるのは、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るか、EOL 形式が [未定義] のテキストファイルについて新しいリ
ビジョンがチェックインされるときに、ファイルの EOL 変換がプラットフォームのデフォルトと一致す
ると、EOL 形式は [クライアント定義] に設定されます。それ以外の場合、EOL 形式は見つかった変換
（[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 形式を任意の値（[未定義] 以外）にいつでも変更できます。
• EOL 形式の設定に関係なく、追加またはチェックインされたテキストファイルについては、常に、デー
タ保管庫で標準（CRLF）形式が使用されます。

110 | 概念



EOL 形式プロパティーは、チェックインダイアログボックスおよびファイルオプションダイアログボッ
クスで手動により設定できます。

関連トピック

EOL 変換処理の概要 (110 ページ)

EOL プロパティー値
EOL プロパティー値は、EOL 文字として表示されます。

EOL 形式プロパティーは、チェックインダイアログボックスおよびファイルオプションダイアログボッ
クスで設定できます。チェックインダイアログボックスで選択された場合、StarTeam Eclipse Client は
ファイルオプションダイアログボックスで指定された設定を使用します。

EOL プロパティーには次の値があります。

• [未定義]（SDK では null）：StarTeam Eclipse Client 2009 Release 2 よりも前のリリースで追加され
たファイルに使用されます。

• [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]、および [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。

関連トピック

EOL 変換処理の概要 (110 ページ)

一貫性のあるチェックインとチェックアウト
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。2
つ以上のファイルが1つのトランザクションの結果としてチェックインされるときは常に、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。通常、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、次を行います。

• 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。このことは、
「規約による」方法で実現するのが最も簡単です。各開発者は、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。その後、チェックインが「完了」したら、チェックイン時また
はその直後にロックを解除します。同様に、各開発者は、ファイルをチェックアウトする前にそれらすべて
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のファイルをロックします。その後、チェックアウトが完了したら、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（競合している開発者と話し合うなど
してから）、再度ロックを試みます。このような「慣習による」アプローチでは、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する必要がある点に注意する必要があります。

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」の構成に戻す必要があります。このアプローチにおいては、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に注意する必要があり
ます。

関連トピック

チェックインおよびチェックアウトの関連操作 (108 ページ)
チェックインとチェックアウトの概要 (108 ページ)
EOL 変換処理の概要 (110 ページ)
低速接続時のファイルのチェックアウトの最適化 (112 ページ)
大量ファイルの一括チェックアウトユーティリティ (113 ページ)

低速接続時のファイルのチェックアウトの最適化
帯域幅が最も必要となる操作の 1つはファイルのチェックアウトです。圧縮方式を使用しても、多数のファ
イルのチェックアウトには大量のデータ転送が必要になることがあります。

ほとんどの StarTeam ユーザーは、一連の作業ファイルをローカルディスクに保持しており、最新にする
必要がある新しいファイルリビジョンのみをチェックアウトします。たとえば、75 ファイルが「古いリビ
ジョン」であると StarTeamによって示されているプロジェクトで作業しているとします。このことは、各
ファイルの古いリビジョンがローカルドライブにあり、最新の状態にするために新しいファイルリビジョ
ンが必要であることを意味します。通常、それらのファイルを選択して、チェックアウトを実行すると、そ
れぞれの新しいファイルが StarTeam によって「完全な」リビジョンとして送信されます。高速のネット
ワーク接続やブロードバンドのネットワーク接続の場合、通常のファイルのチェックアウトについては、十
分なパフォーマンスを得ることができます。

ただし、ネットワーク帯域幅が非常に狭い場合、または、輻輳が頻繁に発生する場合には、このことは当て
はまりません。StarTeamには、「差分チェックアウト」という異なる方式で新しいファイルリビジョンを
チェックアウトするオプションが備えられています。差分チェックアウトでは、完全なファイルリビジョン
を送信する代わりに、「差分」レコードがStarTeamサーバーによって送信され、チェックアウトしたリビ
ジョンで各ファイルの既存のリビジョンを更新する「パッチ」が適用されます。差分レコードは、通常、完
全なファイルリビジョンよりもはるかに小さいため、ファイルのチェックアウトのメッセージもより小さく
なります。

差分チェックアウトをクライアントレベルで個別に有効にするには、個人用オプション➤ファイル➤低速
接続用に最適化するを選択します。

差分チェックアウトが有益であるかどうかを判断する場合に考慮するポイントは、次のとおりです。
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• 差分チェックアウトは、テキストベースのファイルでのみ利用可能です。バイナリファイルは、常に完
全なファイルリビジョンを送信することによってチェックアウトされます。

• 差分チェックアウトでは、通常（完全なバージョン）のチェックアウトよりも、必要なCPU時間とディ
スクI/Oが多くなります。これは、既存の作業ファイルが選択したバージョンになるように、「パッチ」
を適用する必要があるためです。このため、ネットワーク帯域幅が非常に制約される（たとえば、モデ
ムなどの帯域幅）場合にのみ、このオプションを使用してください。

• StarTeamMPX Cache Agent からチェックアウトする場合は、差分チェックアウトは使用されず、その
必要もありません。

関連トピック

チェックインおよびチェックアウトの関連操作 (108 ページ)
チェックインとチェックアウトの概要 (108 ページ)
EOL 変換処理の概要 (110 ページ)
一貫性のあるチェックインとチェックアウト (111 ページ)
大量ファイルの一括チェックアウトユーティリティ (113 ページ)
Cache Agent を使ってチェックアウトの統計情報を監視する (239 ページ)

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 および Eclipse 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すばやくチェックアウトで
きます。

キーワード展開と BCO

StarTeam 2005 Release 2（パッチ2）以降の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。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（$Log$、$Log[x]$、$LogUTC$、および
$LogUTC[x]$）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 $History$ の使用を推奨してい
ます。

BCO を使用する際のヒントとベストプラクティス

• BCOは、特にCache Agentと組み合わせた場合に、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。ファイルをまったくチェッ
クアウトしなくてもかまいません。
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• 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。

• BCOでは、 StarTeam Server からファイルをチェックアウトする際に、（2 GBを超える）大きなファ
イルがサポートされます。

• $History$ 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 StarTeam
によって挿入されます。この行を削除すると、StarTeam は $History$ キーワードを無視します。

関連トピック

チェックインおよびチェックアウトの関連操作 (108 ページ)
チェックインとチェックアウトの概要 (108 ページ)
EOL 変換処理の概要 (110 ページ)
一貫性のあるチェックインとチェックアウト (111 ページ)
低速接続時のファイルのチェックアウトの最適化 (112 ページ)
バッチでファイルをチェックアウトする (229 ページ)
キーワード展開を有効にする (170 ページ)
StarTeam キーワード一覧 (492 ページ)
一括チェックアウトユーティリティのコマンドラインオプション (485 ページ)
バッチでファイルをチェックアウトする (229 ページ)
キーワード展開を有効にする (170 ページ)
StarTeam キーワード一覧 (492 ページ)

処理アイテム、処理リンク、処理タスク
このセクションでは、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。
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関連トピック

概念 (65 ページ)
処理アイテム (115 ページ)
処理ルール (119 ページ)
処理リンク (121 ページ)
標準の処理アイテムと処理リンク (122 ページ)
拡張された処理アイテムと処理リンク (123 ページ)
外部リンク (125 ページ)
拡張処理アイテムと標準処理アイテムの区別 (126 ページ)
アクティブ処理アイテム (127 ページ)
拡張処理リンクと処理タスク (128 ページ)

処理アイテム
変更要求、要件、およびタスクは、すべて処理アイテムとして利用できます。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。

ファイルを追加またはチェックインする際には、新しいファイルまたは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できます。このアクションによって、リンクの一方の端は新しい
ファイルまたはリビジョンに、他方の端は処理アイテムに固定されます。同時に、処理アイテムを[解決]、
[終了]、または [完了] としてマークできます。

処理ルールを強制する場合は、プロジェクトに追加する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。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。

処理ルールが必須かどうかに関係なく、処理アイテムを使用することによって利用可能となるリンクや追跡
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、要件を [完了] としてマーク付けし、タスクを [終
了] としてマーク付けすることができます。処理アイテムを使用することで、次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ファイルリビジョン、または特定の変更要求を解決するファイルリビ
ジョン

• 特定の要件に関係しているファイルリビジョン、または特定の要件を完了させるファイルリビジョン
• 特定のタスクに関係している、あるいは、それを終了させるのは、どのファイルリビジョンか

今日の開発実務では、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、
ファイルの内容へのすべての変更が変更要求、要件、または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。
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具体的には、処理アイテムとは、特定の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、要件、
またはタスクのことです。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）を実現するためにのみ変更されます。

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立ちますが、変更要求、タスク、また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 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。選択した
アイテムが現在のビュー、同じサーバー上で開かれているビュー、または同じサーバー上の別のビューにあ
る場合、アクティブ処理アイテムに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、現在の
ビューまたは別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 の管理者は、処理ルールを規定することにより、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ー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、このアクションによって、リンクの一方の端は処理アイテムに、他方の端は新
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、このアクションによって、リンクの一方の端は処理アイテムに、他方の端は処
理タスクに固定されます。そして処理タスクは、新しいファイルまたはリビジョンにリンクされます。

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、要件を [完了] としてマーク付けし、タスクを [終了] としてマーク付けするこ
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、次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ファイルリビジョン、または特定の変更要求を解決するファイルリビ
ジョン

• 特定の要件に関係しているファイルリビジョン、または特定の要件を完了させるファイルリビジョン
• 特定のタスクに関係している、あるいは、それを終了させるのは、どのファイルリビジョンか
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これらのビューは、それぞれ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。ビューを変更する
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ーの一環として変更された各ファイルに向けて作成されます。アクティ
ビティー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。

• 特定の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備わっているため、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、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、次の点が重要です。

• 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。

注: プロジェクトのプロパティーで拡張処理リンクオプションが無効にされている場合は、関連付
けられている処理アイテムへのリンクが注釈に表示されます。

• 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
同じビューに存在する必要がある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、アクティブ状態のビューごとに最大で 1 つの処理タスクが関連付けられます。複
数の処理アイテムが同じ処理タスクに含まれる場合があります。

• 処理タスクはビューに固有のものです。

注: プロジェクトに対して拡張処理リンクを有効にした場合、関連付けられている処理タスクへの
リンクが注釈に表示されます。

• 与えられたファイルの追加やチェックイン操作の処理タスクは、常に自動的に行われます。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タスクに自動的に添付します。

処理アイテムの選択

現在、StarTeam クライアントでは、処理アイテムをアクティブ処理アイテムとして選択することによっ
て、ファイルの追加ダイアログボックスおよびファイルのチェックインダイアログボックスのデフォルト
としてその処理アイテムが使用されるようになります。また、ファイルの追加ダイアログボックスおよび
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ファイルのチェックインダイアログボックスでは、ファイルを追加またはチェックインする前に、アクティ
ブ処理アイテムを変更することもできます。

処理アイテムの使用を必須にする

プロジェクトのプロパティーを変更するために必要なアクセス権がある場合は、次のことを実行できます。

• 処理アイテムの使用を必須にする
• 特定のステータスを持った特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規定す
る

また、処理アイテムを使用する場合、プロジェクトユーザーが次の操作を行うためのアクセス権を保持する
ようにする必要があります。

• プロジェクトビュー内で処理アイテムとして使用されるタイプ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および変更する

リンクと処理アイテム

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。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、または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）にそれぞれ固定されます。

処理ルールを強制する場合は、プロジェクトに追加する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。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。

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、そのアイテムのリンクを
確認します。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、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、同じ処理アイテム
のリビジョンに固定されている同じファイルのリビジョンの数に関係なく、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、リンクプロパティー内で指定されている唯一のリビジョンになります。

1 つのアイテムを別のアイテムに手動でリンクする場合、複数回リンクできます。ただし、複数回の追加お
よびチェックイン操作によって、1 つのファイルが同じ処理アイテムにリンクされる場合、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。これは、同じ処理アイテムのリビジョンに固定されている同じ
ファイルのリビジョンの数に関係なく、その処理アイテムに固定されるファイルの最新リビジョンが、リン
クプロパティー内で指定されている唯一のリビジョンになることを意味します。

アクティブ処理アイテムの使用

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
して選択できます。後からファイルを追加したり、チェックインしたりすることがわかっている場合は、ア
クティブ処理アイテムを事前選択しておくことによって時間の節約になります。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操作は簡単です。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。

118 | 概念



アクティブ処理アイテムとして指定できるのは、1 つのアイテムのみです。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。

処理アイテムの制限の理解

処理アイテムにできるのは、変更要求、要件、およびタスクのみです。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係なく、どれでも処理アイテムとして使用で
きます。

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種類のみに制限されます。
たとえば、変更要求のみを選択するように要求されることがあります。また、特定のステータスを持つアイ
テムを選択するように制限されることがあります。プロパティーを確認するためのアクセス権がない場合
は、処理アイテムに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。

処理アイテムはビューごとに選択します。ビューを変更すると、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。

関連トピック

処理アイテム、処理リンク、処理タスク (114 ページ)
処理ルール (119 ページ)
処理リンク (121 ページ)
標準の処理アイテムと処理リンク (122 ページ)
拡張された処理アイテムと処理リンク (123 ページ)
外部リンク (125 ページ)
拡張処理アイテムと標準処理アイテムの区別 (126 ページ)
アクティブ処理アイテム (127 ページ)
拡張処理リンクと処理タスク (128 ページ)

処理ルール
今日の開発実務では、開発プロセス全体の管理強化が求められています。StarTeam の処理ルールは、定義
済みの開発プロセスに従うように開発者に要求し、すべての変更が、変更要求、要件、またはタスクのいず
れかに確実にリンクされるようにすることによって、変更管理のレベルを高めます。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。その結果、ソースコードやコンテンツは、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）を実現するためにのみ変更されます。

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他のアイテムを
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識別します。処理ルールの強制を使用しない場合、アプリケーションを使用する開発者は、次の方法でベー
スラインを作成します。

• ある時点で、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

処理ルールを強制しなくても、ファイルを追加またはチェックインするときに、変更要求、要件、またはタ
スクを選択して、アクティブ処理アイテムとして使用できます。また、この処理の一部として、処理アイテ
ムのステータスを変更できます。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。便利な
ように、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。

処理ルールの確立

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
できることを規定する

処理ルールを設定するには、プロジェクトのプロパティーを変更するために必要なアクセス権を持っている
必要があります。一般に、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。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、修正する権利があることを確認する必要があります。

処理ルールの確認

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係なく、
どれでも処理アイテムとして使用できます。ただし、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ー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
できることを規定する

処理ルールが強制されない場合、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することができます。

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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処理ルールの管理

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ー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、プロジェクトのプロパティーを変更するために必要なアクセス権を持っている
必要があります。一般に、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。

プロジェクトで処理アイテムを使用するには、次の操作を行うために必要なアクセス権が付与されている必
要があります。

• プロジェクトビュー内で処理アイテムとして使用されるアイテムのタイプを表示および変更する
• ファイルと処理アイテムのリンクを作成および変更する
• タスクを表示および作成し、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

関連トピック

処理アイテム、処理リンク、処理タスク (114 ページ)
処理アイテム (115 ページ)
処理リンク (121 ページ)
標準の処理アイテムと処理リンク (122 ページ)
拡張された処理アイテムと処理リンク (123 ページ)
外部リンク (125 ページ)
拡張処理アイテムと標準処理アイテムの区別 (126 ページ)
アクティブ処理アイテム (127 ページ)
拡張処理リンクと処理タスク (128 ページ)

処理リンク
リンクは 2つのアイテムの間の関係です。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成果
物間の関連を作成できます。たとえば、設計文書に要件をリンクしたり、障害を複製したインスタンスに変
更要求をリンクしたり、設計仕様にタスクをリンクしたりできます。

処理アイテムは、一連のファイルの内容の変更のコンテキストとして使用される変更要求、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、処理アイテムが必須のプロジェクトもあります。さらに、プロジェクトのプロパティーで、処
理アイテムとして有効な成果物タイプや、各成果物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。リンクの端は、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したりすることができます。リンクにも、リンクの説
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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ーがあります。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という 2つのモデルを提供していま
す。

関連トピック

処理アイテム、処理リンク、処理タスク (114 ページ)
処理アイテム (115 ページ)
処理ルール (119 ページ)
標準の処理アイテムと処理リンク (122 ページ)
拡張された処理アイテムと処理リンク (123 ページ)
外部リンク (125 ページ)
拡張処理アイテムと標準処理アイテムの区別 (126 ページ)
アクティブ処理アイテム (127 ページ)
拡張処理リンクと処理タスク (128 ページ)

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。

例：
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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、または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）にそれぞれ固定されます。

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。

1つのアイテムを別のアイテムに手動でリンクする場合、複数回リンクできます。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、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、同じ処理アイテムのリビジョンに固定されている同じファ
イルのリビジョンの数に関係なく、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
クプロパティー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、そのアイテムのリンクを確認します。

関連トピック

処理アイテム、処理リンク、処理タスク (114 ページ)
処理アイテム (115 ページ)
処理ルール (119 ページ)
処理リンク (121 ページ)
拡張された処理アイテムと処理リンク (123 ページ)
外部リンク (125 ページ)
拡張処理アイテムと標準処理アイテムの区別 (126 ページ)
アクティブ処理アイテム (127 ページ)
拡張処理リンクと処理タスク (128 ページ)

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（ある特定の一連の変更を行う理由として指定されたアイテム）は、タスク（特定のビュー
において関連付けられた変更を行う動作）とは区別されます。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。

例：
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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した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。

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る必要があります。さらに、
リンクの一方の端は、ファイル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、処理ルール➤プロジェクトのプロパティー➤拡張
処理リンクを有効にするを選択します。

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

関連トピック

処理アイテム、処理リンク、処理タスク (114 ページ)
処理アイテム (115 ページ)
処理ルール (119 ページ)
処理リンク (121 ページ)
標準の処理アイテムと処理リンク (122 ページ)
外部リンク (125 ページ)
拡張処理アイテムと標準処理アイテムの区別 (126 ページ)
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アクティブ処理アイテム (127 ページ)
拡張処理リンクと処理タスク (128 ページ)

外部リンク
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を利用できます。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処理（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 Eclipse で開く必要があります。

• 外部リンクは[リンク]ビューに表示され、内部リンクと外部リンク間の差分が表示されます。たとえば、
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。外部リンクを表示または非表示
にするチェックボックスもあります。

• [リンク] ビューには、ログオンしているすべてのサーバーのリンクを表示する外部リンクを表示オプ
ションがあります。

• 外部リンクを作成する場合、そのアイテムの一意の IDを含むURLが、[リンク]ビューの外部リンクア
イテムの詳細の内容となります。

• 外部リンクの各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ーを表示する機能
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。つまり、リンクのソースアイテム（CRなど）から外部リンクを表示す
るか、または外部サーバーにあるアイテム（CRからリンクされたファイルなど）を表示するかに関係な
く、ソース情報とターゲット情報は常に同じであり、選択したアイテムに基づいて変わりません。

• 標準リンクで利用可能な情報の一部は、外部リンクで利用できません。これは、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、フォルダパス、アイテムが実際にあるフォルダなどの
情報は、外部アイテムから利用できないためです。

• アクセス権ダイアログボックスには外部リンクコンテナレベルアクセス権があります。

関連トピック

処理アイテム、処理リンク、処理タスク (114 ページ)
処理アイテム (115 ページ)
処理ルール (119 ページ)
処理リンク (121 ページ)
標準の処理アイテムと処理リンク (122 ページ)
拡張された処理アイテムと処理リンク (123 ページ)
拡張処理アイテムと標準処理アイテムの区別 (126 ページ)
アクティブ処理アイテム (127 ページ)
拡張処理リンクと処理タスク (128 ページ)
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拡張処理アイテムと標準処理アイテムの区別
StarTeamでは、特定の処理アイテムに関連付けられた処理リンクが追加または変更される前に、その処理
アイテムが標準処理アイテムか拡張処理アイテムかが判別されます。

注: 常に、変更が行われるビュー（ターゲットビューと呼ばれる）を基準に判別が行われます。

次のように判別されます。

• 処理アイテムからターゲットビューで作成された処理タスクへのリンクが既にあり、その処理タスクの
ステータスが [処理中] の場合、処理アイテムは拡張処理アイテムです。これは、現在、拡張モデルが無
効の場合にも該当します（ターゲットビューでの処理タスクのステータスがまだ[処理中]の場合、処理
アイテムによって使用されているモデルを変更することはできません。ただし、タスクのステータスを
明示的に変更する場合を除きます）。

• 処理アイテム自体がターゲットビューの処理タスクであり、その処理タスクのステータスが[処理中]の
場合、これは拡張処理アイテムです（この点では、拡張処理アイテムとそれに関連付けられた処理中の
処理タスクを同じ意味で使用できます）。

• それ以外では、拡張モデルが無効の場合、これは標準処理アイテムです（別のプロジェクトから処理ア
イテムを選択するとき、その処理アイテムのプロジェクトでは拡張モデルが有効であるもののターゲッ
トプロジェクトでは無効（またはその逆）の場合があります。この場合、適用されるのはターゲットプ
ロジェクトのルールです）。

• それ以外では、処理アイテムにターゲットビューで表示される既存の処理リンクがある場合、これは標
準処理アイテムです。これは、拡張モデルが有効の場合にも該当します（処理中の通常のファイルの追
加またはチェックイン操作がないことが確実な場合にのみ、拡張モデルを使用できます）。

• それ以外では、これは拡張処理アイテムです。

注: このアルゴリズムに従うと、一般的ではありませんが、特定の処理アイテムが、あるビューのコン
テキストでは標準処理アイテムであり、かつ、別のビューのコンテキストでは拡張処理アイテムである
場合があります。

関連トピック

処理アイテム、処理リンク、処理タスク (114 ページ)
処理アイテム (115 ページ)
処理ルール (119 ページ)
処理リンク (121 ページ)
標準の処理アイテムと処理リンク (122 ページ)
拡張された処理アイテムと処理リンク (123 ページ)
外部リンク (125 ページ)
アクティブ処理アイテム (127 ページ)
拡張処理リンクと処理タスク (128 ページ)
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アクティブ処理アイテム
StarTeam では、次回のチェックインで使用するために、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、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わかっている場合に、時間を節約できる便利な方法です。アイテムビューで処理
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を確認するには、ステータスバーのアイテムをダブルク
リックして、プロパティー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ファイルの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。

関連トピック

処理アイテム、処理リンク、処理タスク (114 ページ)
処理アイテム (115 ページ)
処理ルール (119 ページ)
処理リンク (121 ページ)
標準の処理アイテムと処理リンク (122 ページ)
拡張された処理アイテムと処理リンク (123 ページ)
外部リンク (125 ページ)
拡張処理アイテムと標準処理アイテムの区別 (126 ページ)
拡張処理リンクと処理タスク (128 ページ)
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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のものです。処理タスクは、StarTeam によって自動的に作成
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 [処理中] 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。

注: 実行中の処理タスク自体を、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。

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、処理アイテム自体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。

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
同じビューに存在する必要がある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、
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タスクに自動的に添付します。

拡張処理リンクモデルによって、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用さ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の間の、中継アイテムの役割を果たします。1 つの
処理アイテムは、1 つのビューにのみ関連します。処理アイテムを再度開いて再利用すると、StarTeam は
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パースペクティブ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リストがリンクペインに表示されます。ま
た、いずれの場合も、関連するビューの名前が表示されます。

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、リンクペインで処理タス
クと標準タスクを区別しています。

説明アイコンタスクタイプ

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。

標準タスク

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

 
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] プロパティーの値を見ることによっ
ても区別できます。

注: [使用方法] プロパティーを詳細ペインに表示するには、フィールドの表示ダイアログボックス
で、表示するフィールドの 1 つとして、このプロパティー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] プロパティーの値を、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]プロパティーの値は[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] プロパティーの値は、[その他] になります。

ヒント: タスクの[使用方法]プロパティーを使用して、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。

関連トピック

処理アイテム、処理リンク、処理タスク (114 ページ)
処理アイテム (115 ページ)
処理ルール (119 ページ)
処理リンク (121 ページ)
標準の処理アイテムと処理リンク (122 ページ)
拡張された処理アイテムと処理リンク (123 ページ)
外部リンク (125 ページ)
拡張処理アイテムと標準処理アイテムの区別 (126 ページ)
アクティブ処理アイテム (127 ページ)
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File Compare/Merge の概要
File Compare/Merge 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[File Compare/Merge]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動的アクションボタンが表示されま
す。

File Compare/Mergeには3つのバージョンがあります。File Compare/Mergeの起動の仕方によって、利
用できる機能が異なります。[File Compare/Merge]ペインのテキストファイルを編集する機能は、使用中
の File Compare/Merge 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。

ヒント: ファイルオプションでは、デフォルトのツールの代わりに使用する代替の比較/マージユー
ティリティとして File Compare/Merge を指定できます。

次のリストでは、File Compare/Merge の各バージョンの編集機能について説明します。

機能File Compare/Merge のバージョン

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。

メイン File Compare/Merge

編集はできません。内蔵 File Compare/Merge

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。

スタンドアロン File Compare/Merge

 
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。

関連トピック

概念 (65 ページ)
メイン File Compare/Merge (130 ページ)
内蔵 File Compare/Merge (131 ページ)
スタンドアロン File Compare/Merge (131 ページ)

メイン File Compare/Merge
メイン [File Compare/Merge] 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、次のことができます。

• 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、[File
Compare/Merge]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、その変更をチェックイン
のために保存したりすることもできます。

• StarTeam Eclipse Client のアプリケーションウィンドウの履歴ビュー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。
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• 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 File Compare/Merge 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 Eclipse Client 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、または、古い
バージョンのファイルをチェックインしてマージが必要な状況が発生させることによって、File
Compare/Merge を起動することもできます。

関連トピック

File Compare/Merge の概要 (130 ページ)

内蔵 File Compare/Merge
内蔵File Compare/Mergeでは、2つのファイルまたは同じファイルの複数のバージョンのテキストの比較
や、変更要求などのファイル以外のアイテムのプロパティーの比較をすばやく行う方法を提供しています。
2 つのテキストファイルを比較する場合、選択した 2 つのファイル、または選択したリポジトリファイル
とローカルの作業コピーの動的な比較を実行します。StarTeam ウィンドウ下部の埋め込みペインのペア
に、両方のファイルのテキストの内容が表示されます。これらの埋め込みペインでは、2つのテキストファ
イルの内容を比較することのみができ、編集やマージはできません。

ファイル以外の2つのアイテムのプロパティーを比較する場合は、選択した各アイテムのプロパティー値の
みが埋め込みペインに表示されます。

内蔵FileCompare/Mergeが有効化されている場合は、次のいずれかの処理を行うと、ファイルまたはプロ
パティーが直ちに比較されます。

• 上部ペインまたは履歴ビューで、ファイルまたはその他のアイテムを選択します。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のリビジョンが比較されます。

• 履歴ビューで 2 つのアイテムを選択します。StarTeam の 2 つの履歴リビジョンが比較されます。

関連トピック

File Compare/Merge の概要 (130 ページ)

スタンドアロン File Compare/Merge
スタンドアロン File Compare/Merge は、Windows のスタートメニューから StarTeam Eclipse Client
の外部で起動します。このFileCompare/Mergeは、ファイル、フォルダ、および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 File Compare/Merge
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、またはイメージを比較したりマージします。File Compare/Mergeペインでテキスト
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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。

関連トピック

File Compare/Merge の概要 (130 ページ)

参照
このセクションのトピックでは、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。

関連トピック

概念 (65 ページ)
参照の概要 (132 ページ)
参照の理解 (133 ページ)
分岐ビューにより作成される参照 (133 ページ)
アイテムのビューへの追加により作成される参照 (135 ページ)
オブジェクトの手動共有により作成される参照 (138 ページ)
オブジェクトの移動により作成される参照 (140 ページ)
[参照] ビュー (37 ページ)

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。参照とは、元のフォルダまたはアイテ
ムとそれに基づいて作成した別のフォルダまたはアイテムとの間の関係を示しています。参照を使用する
と、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。

[参照]ビューには、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[参照]
ビューで確認できます。サーバー・エクスプローラーからフォルダの参照を表示するには、フォルダを右ク
リックして次で開く ➤参照ビューを選択するか、Package Explorer および Navigator でチーム ➤次で
開く ➤参照ビューを選択します。
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関連トピック

参照 (132 ページ)
参照の理解 (133 ページ)
分岐ビューにより作成される参照 (133 ページ)
アイテムのビューへの追加により作成される参照 (135 ページ)
オブジェクトの手動共有により作成される参照 (138 ページ)
オブジェクトの移動により作成される参照 (140 ページ)
パースペクティブとビューを開く (50 ページ)

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参照を少なくとも 1 つ作成します。

• 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が子ビュー内で自動的に共有されます。

• 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。

関連トピック

参照 (132 ページ)
参照の概要 (132 ページ)
分岐ビューにより作成される参照 (133 ページ)
アイテムのビューへの追加により作成される参照 (135 ページ)
オブジェクトの手動共有により作成される参照 (138 ページ)
オブジェクトの移動により作成される参照 (140 ページ)

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。ツリービューでは、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
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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、ツリービュー
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ー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 [フォルダー参照] ダイアログボックスには、次の情報
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ー参照ダ
イアログボックスには、次の情報があります。

• 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

現在（今いる場所） のアイコンは、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係なく、同じ情報が表示されま
す。StarTeam は、その親の参照の下に子ビューの参照を字下げして示します。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、このことは当てはまりませ
ん。これは、SourceCodeフォルダのプロパティーが、親ビューと子ビューの両方で変更されているためで
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、そのフォルダ自体の子孫であるため、常に太字で表されます。ただし、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
ルダー参照] 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, 1.3
• 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（最初の子孫のオブジェクト）にも変更を適用する場合があります。リビジョ
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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
照を示している次の例を考えてみます。

• 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
• 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 の履歴の中に見つかることも意味します。

このように太字になっていることによって、AUDITSCC.DOC のリビジョン 1.6 に障害が見つかった場合
に、1.6 のどの子孫でその修正が必要かを簡単に判断できます。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。

• 既に分岐し、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るかに関係なく、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となる可能性があります。

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（場合によっては後にも）、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。

関連トピック

参照 (132 ページ)
参照の概要 (132 ページ)
参照の理解 (133 ページ)
アイテムのビューへの追加により作成される参照 (135 ページ)
オブジェクトの手動共有により作成される参照 (138 ページ)
オブジェクトの移動により作成される参照 (140 ページ)
パースペクティブとビューを開く (50 ページ)

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。
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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。

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、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] ビューを使用して、履歴を示すアイテム情報を表示することができま
す。

分岐リビジョンリビジョンビュー

1.12Big Product

1.01Big Product
 
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、元々アプリケーションに追加されたときのビューの名前が表示されま
す。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。

分岐リビジョンリビジョンビュー

1.1.1.03分岐なし変動

1.12Big Product

1.01Big Product
 
子ビューで分岐した後でこのファイル（marketshares.doc）の参照ビュー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::timeout.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に親ビューにあった
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、わかりやすくするためのものです。これらの例で示されてい
る、ビューの親や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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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。

分岐リビジョンリビジョンビュー

1.23分岐なし変動

1.12分岐なし変動

1.01分岐なし変動
 
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、元々アプリケーションに追加されたときのビューの名前が表示されま
す。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。

分岐リビジョンリビジョンビュー

1.1.1.03分岐なし変動

1.12分岐なし変動

1.01分岐なし変動
 
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（履歴ビューを使用）を調べる必要があります。たとえば、[参照] ビューには、上方変動した slant.doc
ファイルについて、次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

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。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この孫ビューが作成され、その親（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、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）
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現在のビューに変動する子、孫などがある場合、参照がさらに作成されます。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。

関連トピック

参照 (132 ページ)
参照の概要 (132 ページ)
参照の理解 (133 ページ)
分岐ビューにより作成される参照 (133 ページ)
オブジェクトの手動共有により作成される参照 (138 ページ)
オブジェクトの移動により作成される参照 (140 ページ)
パースペクティブとビューを開く (50 ページ)

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係なく）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、
共有されたフォルダまたは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 の参照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
ことをツリービュー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わかります。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、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。それとは関係なく、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です。

階層における上方変動と下方変動

ビューの階層が深い場合、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。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。

138 | 概念



• 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ビュー内のある場所か
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ます。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ビュー内の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

• 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。ただし、ファイルはルートへ上方変動して下方変動したため、受け取り側のビューは他のビュー
のいずれかであった可能性があります。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

関連トピック

参照 (132 ページ)
参照の概要 (132 ページ)
参照の理解 (133 ページ)
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分岐ビューにより作成される参照 (133 ページ)
アイテムのビューへの追加により作成される参照 (135 ページ)
オブジェクトの移動により作成される参照 (140 ページ)
パースペクティブとビューを開く (50 ページ)

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。ただし、ビューのいずれかが変動する場合に、そのビュー
の親や子に影響が生じることがあります。これは、現在のビューの場合を除いて、前の場所にあるコピーが
削除されないためです。親ビューと子ビューに、新しい場所への 1つの参照ではなく、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ります。

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つの例は、移動前後のこのファイルへの参照を示します。参照の数は同じであり、
ファイルへのパスだけが変更されています。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

一方、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場合について
考えます。言い換えると、子ビューが変動分岐である場合です。子ビューでは、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た
め、前の場所からは削除されません。ただし、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。
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• 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、孫などにも影響することがあります。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

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。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で、移動されたファイルへの 2 つの参照（元の場所での参
照を 1 つ、新しい場所での参照を 1 つ）をそれぞれに与えて、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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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
内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は「テスト」状態に割り当て、また、
テストが正常に終了したファイルは「リリース」状態に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、新しいビューまたは特定のプロモーション状態を持つアイテム
だけを含む再構成された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ーとして機能し
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る場合があります。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、不正確または信頼できない結果が返されたりする可能性があります。
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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、次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。[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1つのレベルでアクセス権を付与されている場合は、次のレベルのアクセス権のチェッ
クは不要です。

• ビューレベルで付与された権利は、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。

注: Cross-Platform Client を使用してアクセス権を設定する必要があります。

関連トピック

プロモーション状態 (142 ページ)

プロモーション状態の例
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。

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ため、ファイル

開発

にはビューラベルがありません。多くの企業では、開発を
プロモーション状態としては使用しません。これは、プロ
モーション状態に対してビューを構成すると、その状態に
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対するビューラベルが <現在>であっても、そのビュー
が読み取り専用になるためです。

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

ホワイトボックステスト

いかどう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うえで行う
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
るため、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、
Build1、Build2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折確認しなが
ら、現在のソースコードを修正します。

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

ブラックボックステスト

コードを確認したり、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したり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
ているかをまったく知らずに行うテストです）。

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折確認しなが
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

アルファテスト

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折確認しながら、現在のソースコード
を修正します。
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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、

ベータテスト

Beta プロモーション状態に添付されたビューラベルを持
つファイルを時折確認しながら、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。

リリース

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を時折確認しな
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、既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、時間の経過に伴い変わります。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。これは、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ためです。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。

関連トピック

プロモーション状態 (142 ページ)

フィルターとクエリー
フィルターとは、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）クエリーからなるデータをまとめて名前を付けたものです。一度フィルターを作成する
と、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。クエリーを使用すると、ビュー
に表示されるアイテムが制限され、通常、フィルターを定義する場合に使用されます。
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変更要求、要件、タスク、トピック、および監査ビューのリストボックスには、事前定義フィルターのリ
ストが自動的に表示されます。たとえば、変更要求ビューには [優先度] フィルターがあります。このフィ
ルターを選択すると、変更要求が指定された優先度によって自動的にソートおよびグループ化されます。
フィルターを作成および編集するには、変更要求、要件、タスク、およびトピックビューのドロップダウ
ンメニューにあるフィルターを使用します。

追加のフィルターやクエリーを定義および編集するには、変更要求、要件、タスク、およびトピックビュー
の対応するドロップダウンメニューにあるフィルターおよびクエリーを使用します。サーバー構成のフィ
ルターまたはクエリーを作成し、パブリックとして保存すると、Eclipse Client のリストボックスにそれら
のフィルターが表示されます。

関連トピック

概念 (65 ページ)

フィールド

フィールドについて

よく使われるフィールドおよび詳細フィールドは、変更要求、要件、タスク、およびトピックの各ビュー
に列として表示できます。また、それらのフィールドと組み合わせて条件を定義できる関係演算子と共に、
クエリーで使用できます。Eclipse Client は、Cross-Platform Client に通常表示されるデフォルトフィー
ルドを使用するように事前に構成されています。フィールドをソートするには、ビューの列見出しをクリッ
クして、選択した列のデータでソートします。追加のフィールドを表示するには、変更要求、要件、タス
ク、およびトピックの各ビューのドロップダウンメニューにあるフィールドの表示コマンドを使用しま
す。

関連トピック

概念 (65 ページ)
フィールド (412 ページ)

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、2 つのタイプのラベルを作
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、主に、ビューの内容全体にタイムスタン
プを付加するために使用したり、ビルドラベルとして使用したりします。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

146 | 概念



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。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。

• 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る場合です。

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、および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、ファイルがチェックアウトされるときにそのファイルを識
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
ベルを含むすべてのファイルを選択し、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、そのプロパティーの編集、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（ラベルの調整とも呼ばれる）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。

注: Cross-Platform Client を使用してアクセス権を設定する必要があります。

関連トピック

概念 (65 ページ)
[ラベル] ビュー (37 ページ)
ビューラベルを作成する (292 ページ)

リンク：内部および外部
内部リンクとは、同じサーバー上の 2 つのフォルダ、2 つのアイテム、または 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。外部リンクとは、2 つの異なるサーバー上の 2 つのフォルダ、2 つのアイテ
ム、または 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。リンクは [リンク] ビューを使用して
表示できます。リンクを作成すると、非常に便利です。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、変更要求ビューを選択せずにその変更
要求を確認できます。
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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、このトピックの最後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] ビューの列

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。[リンク]ビューの各行には、ソース側のア
イテムやフォルダに対応するリンクが一方の終端として定義されています。リンクの他方の終端は表示され
ないため、リンク一覧の列でその終端を識別します。

[リンク] ビューの列の説明を次の表に示します。

説明縦棒グラフ

そのリンクを作成したユーザーの名前作成者

そのリンクが作成された日付と時刻作成日時

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。

ビュー

--- 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。

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

フォルダ

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、リンクリストに表示されています。この列に表示

アイテムのタイプ

される値は、[フォルダ]、[ファイル]、[変更要求]、[タス
ク]、または [トピック] です。

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

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]、またはトピックの[タイトル]
により説明します。

アイテムの詳細
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説明縦棒グラフ

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

[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）。

[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

[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、サーバー・エクスプローラーか
ら選択されたフォルダ、または指定した開いているビュー
から選択されたアイテムです（アイテムのリンクを表示す
る場合）。

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。

リンクのプロパティーダイアログから、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。

コメント

ファイルステータスが表示されます（最新、作業ファイル
なし、またはマージなど）。

ファイルステータス

ファイルがロックされている場合、ファイルをロックして
いるユーザーが表示されます。

ロックしたユーザー

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、

フォルダのパス

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」。

 

固定リンクと変動リンク

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] ビュー
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、または両方への
リンクを固定にできます。

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が古いチッ
プリビジョンから新しいチップリビジョンへ変更され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、または両方へのリン
クを変動にできます。
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関連トピック

概念 (65 ページ)
内部および外部からアイテムをリンクする (302 ページ)

個人的オプション
個人の作業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、特定のワークス
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。Windowメニューの Preferencesコマンド
を利用すると、次の要素の動作を調整することができます。他のStarTeamクライアントがインストールさ
れている場合、それらのクライアントの同様のオプション設定がEclipseClientに自動的に設定されます（そ
の逆方向にも設定されます）。

次のセクションでは、クライアントで利用可能なオプションページについて説明します。

StarTeam のオプション

特定のコンポーネントビュー（監査ログ、変更要求、タスク、トピックなど）の編集中のエディター、プ
ロパティーエディター、および任意指定のリンクオプションを処理するオプションを提供します。

変更要求オプション

変更要求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、アプリケーションが新規の変更要求を検索する頻度と、変更要求のロック
の問題の処理方法を指定することもできます。

コンソールオプション

コンソールオプション設定を使用すると、StarTeam コンソールを構成できます。出力の色やテキストの
フォントのプロパティーを設定したり、アプリケーションによって出力が生成された場合にコンソールが自
動的に開くように構成したりすることができます。

ファイルオプション

各種のオプションを選択して、ファイルを操作する方法をカスタマイズできます。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設定に優
先する場合があります。

次のような数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
• 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

フォルダオプション

次のフォルダオプションをカスタマイズできます。
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• 編集中にフォルダを排他的にロックする
• 手動でロックしたフォルダを編集後に解除する

マッピングオプション

次のマッピングオプションをデフォルトレベルおよびプロジェクト固有のレベルでカスタマイズできます。

• 名前をマップする（および非パス文字を '-' で置き換える）：デフォルト設定です。
• パスフラグメントのマップ：代替のフォルダ名を示すために使用される設定です。

Eclipse Clientでは、プロジェクト、ビュー、またはルートフォルダの名前のマッピングオプションを意識
する必要はありません。これらの名前は、内部識別子（ID）に関連付けられるため、どのようなタイプの
マッピングオプションも使用する必要はありません。ローカルプロジェクトには任意の名前を付けること
ができます。この場合、マッピングは一切適用されません。ローカルプロジェクトに推奨されるデフォルト
名はビューのルートフォルダ名です。ただし、プロジェクト、ビュー、およびフォルダの ID は共有に使用
されるため、ローカルプロジェクト名はユーザーの判断で変更できます。

ただし、クライアントがローカルフォルダ名を扱う方法は異なります。ローカルフォルダとリモート（サー
バー側）フォルダの関係は IDによって確立されますが、初期フォルダのマッピングまたはローカルフォル
ダの作成および命名では、クライアントがまだ共有されていないフォルダを識別し、適切なリモートフォル
ダを見つける方法として、マッピングオプションが適用されます。

パスフラグメントはサーバー側にのみあり、クライアントのプロパティーは変更されません。ただし、クラ
イアントにおいてワークスペースフォルダ名にパスフラグメントを使用することを選択すると、リモート
での変更が認識されるように、クライアントを更新することが必要となる場合があります。パスフラグメン
トを大幅に変更したことによって、ローカルフォルダがそれに従って命名されなくなった場合、ローカルで
の自動調整は行われなくなります。この場合、ローカルフォルダでフォルダ ID が記憶されていても、その
ローカルフォルダはリモートピアとの関係を失い、ローカルに追加されたものとしてクライアントに表示
されます。

注:

• クライアントのフォルダのマッピングを設定するには、Preferencesダイアログボックスのマッ
ピングオプションを使用します。プロジェクトレベルで設定するには、共有プロジェクトのEclipse
エクスプローラーにあるプロパティーメニューを使用します。

• デフォルトでは、StarTeamはローカルのワークスペースのフォルダ名にリモート（サーバー側）の
フォルダ名を使用します。標準のマッピング設定では、マッピングは一切許可されません。ただし、
フォルダのパスフラグメントを使用するように、マッピングオプションを変更できます。相対パス
（../../x/y/z）は受け入れられません。または、パスフラグメントの最後のセグメントをマッピン
グにデフォルト設定できます。

• Eclipse の <プロジェクト>/.settings/com.borland.team.starteam.provider.prefs ファイルを
チェックインすると、複数のチームにまたがるプロジェクトで同じフォルダのマッピング設定を共有
できます。全体的にマッピングの一貫性を持たせるには、ファイルサーバーにオプションをエクス
ポートして共有し、チームメンバがインポートできるようにします。

• フォルダのマッピングを途中で変更することはお勧めしません。ワークスペースが存続している期間
は、フォルダのマッピングの一貫性を維持してください。
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ラベル装飾オプション

ラベル装飾オプションを使用すると、プロジェクト、フォルダ、およびファイルに関連付けられているテキ
スト、フォント、およびアイコンをカスタマイズできます。

パスワード管理オプション

パスワード管理オプションを使用すると、各種のサーバー構成用に格納されているパスワードを管理できま
す。

StarTeam では、標準の Eclipse 機能を使用して、パスワード情報が格納されます。Eclipse 暗号化ツール
により、パスワード情報は非表示の状態で安全に保たれます。

要件オプション

要件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、アプリケーションが新規の要件を検索する頻度と、要件のロックの問題の処理方法
を指定することもできます。

StarTeamMPX のオプション

StarTeamMPX を使用するサーバー構成では、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。ただし、このメリットを活用するには、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 を有効にする必要があります。

アプリケーションステータスバーの右端に、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次のとおりです。

• 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。

• 小さい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
効だったが、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。

タスクオプション

タスク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、アプリケーションが新規のタスクを検索する頻度と、タスクのロックの問題の
処理方法を指定することもできます。
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トピックオプション

トピック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、アプリケーションが新規のトピックおよびレスポンスを
検索する頻度と、トピックのロックの問題の処理方法を指定することもできます。

ワークスペースオプション

ワークスペースオプションでは、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。次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
• ツールバーとステータスバーの表示
• データの自動更新
• タイムスタンプを UTC として表示
• ビューラベルをアルファベット順にソート
• 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。
• 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、選択したビュー内のグループの状態が変更
されるのを防ぎます。

関連トピック

概念 (65 ページ)
オプションを設定する (50 ページ)
オプション設定 (327 ページ)
オプションを設定する (50 ページ)
オプション設定 (327 ページ)

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 1 つのト
ランザクションの結果としてチェックインされるときは常に、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。

たとえば、ユーザー A が、ある StarTeam フォルダ内のすべての変更ファイルをチェックインしようとし
たとき、選択されたファイルのいずれかがユーザーBによってロックされているとします。この場合、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解決
済みとして更新されません）。ユーザー A には、いずれかのファイルがユーザー B によってロックされて
いるため、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。

注: Eclipse Client でのチェックアウトもすべてそれ以上分割できない基本命令です。チェックインが
失敗した場合、ワークスペースには何も作成されません。
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関連トピック

概念 (65 ページ)

同期
StarTeamEclipse Clientでは、StarTeamサーバー上のプロジェクトとEclipseワークスペースのプロジェ
クトを共有できます。クライアントは、Eclipse 標準の Team Synchronizing パースペクティブの最上部に
位置し、Team Synchronizing パースペクティブをサポートします。共有プロジェクト内のすべての着信変
更と発信変更は、StarTeam リポジトリと定期的に同期されます。Eclipse の用語では、同期発信変更とは
Eclipseで作成されたすべての変更と新しいファイルをStarTeamServerに送信することであり、同期着信
変更とは StarTeam Server からのすべての変更と新しいファイルを Eclipse に取り込むことです。

クライアントには、StarTeam パースペクティブやビューがあり、標準のチームコンテキストメニューに
はメニューコマンドが追加されています。チームコンテキストメニューはEclipseの UI全体を通じて表示
され、デフォルトのチームメニューコマンドと複数の StarTeam 固有のコマンドを提供し、StarTeam を
ソース管理プロバイダとしたチーム環境で作業できるようにしています。StarTeam パースペクティブと
ビュー、およびチームのコンテキストメニューコマンドを使用すると、StarTeamのソース管理アイテム
を操作する最短のルートが提供されます。

さらに、Eclipse の [Team Synchronizing] パースペクティブでは、各競合の現在のステータスを確認し、
大部分の問題を解決できます。

関連トピック

概念 (65 ページ)
StarTeam リポジトリと同期する (180 ページ)

ユーザー定義プロパティーフィールド
StarTeamでは、ファイル、変更要求、要件、トピック、およびタスクにユーザー定義のプロパティーフィー
ルドを追加することで、リポジトリをカスタマイズできます。

また、既存のアイテムのなかにはプロパティーを変更できるものもあります。たとえば、優先度変更要求
フィールドはカスタマイズできます。デフォルト値（[あり]と [なし]）を使用せずに、StarTeamで変更要
求の優先度の範囲を 1（高）から 10（低）にするようにアイテムのプロパティーを変更することができま
す。

アプリケーションでは、現在のサーバー構成で使用されるデータベースに新しいプロパティーフィールドと
変更したプロパティーフィールドを追加します。これらのフィールドは、他のアイテムプロパティーフィー
ルドと同じ場所にあります。

注: データベースのカスタマイズ中は、stcmd コマンドラインを使ってサーバーを排他的にロックす
る必要があります。詳細については、StarTeam Server の管理者に問い合わせてください。
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既存のフィールドの変更

既存のプロパティーフィールドのいくつかと、作成したカスタムフィールドを変更することができます。
変更できるプロパティーフィールドは列挙型のみです。

たとえば、優先度は、カスタマイズできる既存の変更要求プロパティーです。変更要求のプロパティーダ
イアログボックスの [概要] タブでは、優先度には [あり] と[なし] の値が設定されていますが、[あり] は
数値コードの 1、[なし] は数値コードの 0 で列挙型として実装されています。変更要求の優先度を 1（高）
から 10（低）の範囲で設定する場合は、値を追加することができます。現在の数値コードの 0 と 1 に新し
い名前を付けて使用するか、または無効にすることもできます。

注: 既存のコードをなんらかの方法で活用してみましょう。

たとえば、列挙値の名前を No から Not Prioritized に変更します。これにより、優先度が 0 に等しいもの
を検索して、優先する必要のある変更要求を見つけ出すことができます。

また、既にコード 1 があるので、名前 Yes も Priority 1 に変更します。次に、Priority 2 から Priority 10
についても値を追加します。割り当てる数値コードは 100 より大きな値でなければなりません。0 ～ 100
は、アプリケーションが内部使用のために確保しているからです。そのため、Priority 2 という名前で数値
コード 101 を追加し、Priority 3 は 102、というように値を追加します。

ヒント: クエリーでは、数値コードを使用して、列挙値をベースにした比較を行います。上記のコード
を使用すると、Priority 1、Priority 2、Priority 3を探すためのクエリーは、[優先度]が0より大きく、
かつ、103 より小さいものを問い合わせるように作成することができます。

デフォルトでは、ソートおよびリストボックスでは、アイテムをフィールドの追加またはフィールドの変
更のダイアログボックスで表示される順に表示します。ソートオプションを使用して、名前を ASCII 順、
つまり、アルファベット順にソートすることができます。

関連トピック

概念 (65 ページ)
プロパティーのフィールドをカスタマイズする (319 ページ)
アイテムのプロパティーのカスタマイズ (410 ページ)

チーム設定オプション
Eclipse に一連のチームオプションをエクスポートすることを選択した場合、StarTeam によって、必要な
すべての ID、元のサーバーの記述、およびホストとポートの情報が提供されます。チーム設定には、圧縮
または使用する暗号化方式などの設定は格納されません。オプションをインポートするユーザーは、リモー
トで作業している場合は圧縮をオンに、ファイアウォールの外側にいる場合は暗号化をオンにできます。
StarTeam では、自動的に暗号化レベルが設定されるため、情報が失われることはありません。

また、インポート中に IP アドレスの変更を選択できます。あるユーザーが内部 IP アドレスを使用して 1台
のマシンのオプションをエクスポートした場合、インポートするユーザーはファイアウォール経由で通過で
きるホスト名およびアドレスでそれらを上書きすることができます。
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インポート中に、関連付けられているサーバー構成の IP アドレスの変更を選択できます。あるユーザーが
内部 IP アドレスを使用して 1 台のマシンのオプションをエクスポートした場合、インポートするユーザー
はファイアウォール経由で通過できるホスト名およびアドレスでそれらを上書きすることができます。

関連トピック

概念 (65 ページ)
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手順
ここでは、StarTeam Eclipse Client 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。

関連トピック

プロジェクトで作業する (157 ページ)
ビューで作業する (181 ページ)
フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)
変更要求で作業する (245 ページ)
要件で作業する (260 ページ)
タスクで作業する (268 ページ)
トピックで作業する (278 ページ)
ラベルとプロモーション状態を管理する (286 ページ)
アイテムをリンクおよびリンク解除する (298 ページ)
プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)
データをクエリーする (309 ページ)
データをフィルタリングする (315 ページ)
プロパティーのフィールドをカスタマイズする (319 ページ)

プロジェクトで作業する
StarTeamプロジェクトは、特定の目標に関連するすべてのアイテムをまとめる方法の 1つです。この目標
とは、ほとんどの場合、会社で作成するソフトウェアアプリケーションまたはアプリケーションのコンポー
ネントです。

プロジェクトには、ビュー、フォルダ、ファイル、変更要求、要件、タスク、トピック、および監査ログエ
ントリが含まれる可能性があります。これは単一のサーバーおよびサーバー構成に配置されます。

プロジェクトを最初に作成するときに、初期ビュー、つまりルートビューが作成されます。後で、このビュー
から子ビューがいくつも派生することがあります。

StarTeam では、ビューを次の目的に使用します。

• プロジェクト内のファイルのサブセットへのアクセスを提供します。たとえば、開発者はマーケティン
グ目的で使用されたプロジェクトファイルを確認する必要がなく、マーケティング担当者はソースコー
ドファイルを確認する必要がない可能性があります。StarTeam を使用すれば、両者が同じプロジェク
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トの別々のビュー（それぞれがルートビューのサブセット）で作業できます。このようなビューを参照
ビューと呼びます。

• プロジェクトの分岐を提供します。たとえば、プロジェクトのルート（つまり初期）ビューに、ソフト
ウェアアプリケーションのリリース 1.0 のソースコードが格納されているとします。アプリケーション
がリリースされた後、会社はルートビューでリリース 2.0 の作業を計画しています。したがって、会社
では、保守リリース（リリース 1.0 サービスパック 1 など）のための分岐ビューを作成します。この分
岐には異なるビューがあるため、同じ名前のファイルに異なるコードを含めることができます。StarTeam
では、必要に応じて、ユーザーがこのようなファイルをマージできます。

ルートビューか子ビューかに関係なく、すべてのビューには単一の StarTeam フォルダがルートフォルダ
として存在します。ただし、ルートフォルダには、子フォルダの階層を含めることができます。

ユーザーがプロジェクトを作成すると、ルートビューおよびルートフォルダが自動的に作成され、プロジェ
クトと同じ名前が付けられます。適切なアクセス権があれば、これらの名前はいつでも変更できます。

各フォルダには、ワークステーション上の対応する作業フォルダ、つまりファイルのチェックアウト先が存
在します。作業フォルダを設定して、Server Explorerと同様の階層を形成することも、異なるパスにする
こともできます。

関連トピック

手順 (157 ページ)
ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
既存のプロジェクトビューを開く (163 ページ)
プロジェクトを作成し、ローカルファイルを同期する (164 ページ)
プロジェクトを削除する (168 ページ)
プロジェクト名または説明を変更する (168 ページ)
リファクタリングする (169 ページ)
プロジェクトのプロパティーを表示または変更する (170 ページ)
キーワード展開を有効にする (170 ページ)
プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)
ファイルおよびフォルダを除外する (233 ページ)
チェックイン時に排他的ロックを強制する (176 ページ)
リビジョンコメントの入力を強制する (177 ページ)
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 (238 ページ)
プロジェクトを検索する (216 ページ)
StarTeam リポジトリと同期する (180 ページ)
URL をコピーする (180 ページ)
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ワークスペースプロジェクトを共用する
プロジェクトの共用ウィザードを使用するときに、これらの上位レベルのステップを順に実行します。

1. プロジェクトの共用ウィザードを開きます。
2. 必要に応じて、新しい StarTeam 接続を作成します。
3. StarTeam Server にログオンします。
4. リポジトリの場所の情報を入力します。
5. ワークスペースプロジェクトを StarTeam リポジトリと同期します。
6. ワークスペースプロジェクトファイルをリポジトリにチェックインします。

これらの手順では、次のように仮定しています。

• ユーザーはまだ、StarTeam サーバー構成との接続を作成していない。
• ユーザーは既に、共用するワークスペースに複数の Eclipse プロジェクトを作成している。
• ユーザーには、Eclipse プロジェクトと共用している StarTeam サーバー構成用に作成した既存の
StarTeam プロジェクトがある。

関連トピック

入門の手順 (39 ページ)
プロジェクトの共用ウィザードを開く (160 ページ)
新しい接続を作成する (160 ページ)
既存の接続を使用してサーバーにログオンする (161 ページ)
共有するプロジェクト、ビュー、およびフォルダを指定する (161 ページ)
新たに共用されたプロジェクトを同期する (166 ページ)
ワークスペースプロジェクトファイルをチェックインする (167 ページ)
プロジェクトで作業する (157 ページ)
プロジェクトの共用ウィザードを開く (160 ページ)
新しい接続を作成する (160 ページ)
既存の接続を使用してサーバーにログオンする (161 ページ)
共有するプロジェクト、ビュー、およびフォルダを指定する (161 ページ)
新たに共用されたプロジェクトを同期する (166 ページ)
ワークスペースプロジェクトファイルをチェックインする (167 ページ)
新しい接続を作成する (160 ページ)
ファイルをチェックインする (223 ページ)
マッピングオプション (341 ページ)
ファイルをチェックインする (223 ページ)
マッピングオプション (341 ページ)
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プロジェクトの共用ウィザードを開く
1. Navigatorまたは Package Explorerで、共用するプロジェクトのルートノードを選択します。
2. 選択したプロジェクトを右クリックして、チーム ➤プロジェクトの共用を選択します。
プロジェクトの共用ウィザードが表示されます。

3. リポジトリタイプとして [StarTeam] を選択して、次へをクリックします。
ウィザードの次の画面が表示され、ワークスペースプロジェクトを構成して StarTeam リポジトリを使
用できるようになります。

関連トピック

ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)

新しい接続を作成する
1. 新規 StarTeam 接続の作成を選択し、次へをクリックします。
2. 覚えやすい一意の説明をサーバーの説明テキストボックスに入力します。
サーバーの説明では、大文字と小文字は区別されません。コロン（:）は使用できます。

3. サーバーのアドレステキストボックスに、コンピュータ名または IP アドレスを入力します。
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、管理者にお問い合わせく
ださい。

4. 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エンドポイント（TCP/IP
ポート番号）を入力します。

5. 接続テストをクリックします。
6. 次の任意のオプション設定を選択します。

• ユーザー名とパスワードテキストボックスを有効にするには、パスワードの保存オプションのチェッ
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、暗号化を選択します。暗
号化すると、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べ
られています。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。

• 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。

7. 完了したら次へをクリックします。
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関連トピック

ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
入門の手順 (39 ページ)
ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
マッピングオプション (341 ページ)
パースペクティブ (19 ページ)
ビュー (22 ページ)

既存の接続を使用してサーバーにログオンする
1. 既存の StarTeam 接続を使用を選択し、リストからサーバー構成を選択します。
新規サーバー接続ページでログオン情報を入力しなかった場合は、ログオンダイアログボックスが表示
されます。

2. 適切な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。
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。

3. 省略可能：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。
4. OKをクリックします。

関連トピック

ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)

共有するプロジェクト、ビュー、およびフォルダを指定する
1. サーバー構成のノードを展開し、プロジェクトビューを選択します。
2. 次へをクリックします。
3. 次のいずれかを行います。

• 表示されるリストからフォルダを選択します。
• 新規フォルダをクリックしてフォルダを作成します。

4. 次へをクリックします。
デフォルトでは、この設定は StarTeam サーバーサイド（リモート）フォルダのデフォルト設定にマッ
プされます。ほとんどのユーザーは、この設定をデフォルト設定としてそのまま使用します。つまり、
ローカルフォルダの名前は、StarTeamServerによって付けられるデフォルトフォルダ名になります。
ただし、EclipseプロジェクトをStarTeamと共有している間は、プロジェクト固有の設定を有効化する
チェックボックスをオンにすることで、この設定をプロジェクトレベルで上書きできます。

5. [マッピングオプション]ページで目的の設定を選択するか、またはデフォルト設定をそのまま使用して、
完了をクリックします。
新たに共有されたプロジェクトを同期するかどうかを確認するダイアログボックスが表示されます。
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関連トピック

ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)

新たに共用されたプロジェクトを同期する
1. 同期化をクリックします。
Team Synchronizingパースペクティブが表示されます。着信/発信モードが自動的に選択され、リポ
ジトリに追加するファイルが表示されます。

2. チェックインする適切なファイルまたはフォルダを選択し、右クリックして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表示されます。

関連トピック

ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
プロジェクトを作成し、ローカルファイルを同期する (164 ページ)
ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
プロジェクトを作成し、ローカルファイルを同期する (164 ページ)

ワークスペースプロジェクトファイルをチェックインする
1. チェックインダイアログボックスを開きます。
2. チェックインコメントを入力します。
3. ロックステータスを展開してオプションを選択します。

説明オプション

チェックイン後にファイルのロックを解除します。ロック解除

ファイルにさらに変更を加える予定であることを示します。排他的

自分がファイルに対して作業しており、変更を加える可能性があるこ
とを示します。

非排他的

現在のロックステータスを保持します。現在の状態を維持

4. 省略可能：チェックインダイアログボックスで、次のオプションを選択します。

• チップリビジョンよりも古いファイルをチェックインするには、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。

• 選択したファイルを作業フォルダから削除する場合は、作業ファイルの削除チェックボックスをオン
にします。

• 処理アイテムを展開します。（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
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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。

• ラベルを展開します。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。既存のラベルは、作成日時に基づいて新しいものから順に一覧
表示されています。そのラベルが使用中の場合は、ラベルが前のリビジョンにすでに割り当てられて
いる場合は、ラベルを移動するチェックボックスをオンにします。

• 詳細を展開します。EOLの変換を実行する (CR-LF)チェックボックスをオンにしてファイルに格納
される EOL 文字を制御し、ファイルのエンコードドロップダウンリストから選択します。デフォル
ト設定は、Preferencesダイアログボックスの EOL 設定によって決まります。

• 変更要求を展開し、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。

5. OKをクリックすると、ファイルがチェックインされます。

関連トピック

ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
プロジェクトを作成し、ローカルファイルを同期する (164 ページ)
ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
プロジェクトを作成し、ローカルファイルを同期する (164 ページ)

既存のプロジェクトビューを開く
既存のStarTeamプロジェクトビューにアクセスするには、その前に、適切なサーバー構成にログオンし、
それに関連付けられているプロジェクトおよびビューを表示する必要があります。

重要: ビュー（View）という用語と Eclipse UI で使用されている表示（View）を混同しないように
してください。StarTeam でのビューは、階層で各フォルダに関連付けられているアプリケーションの
フォルダーツリーおよびアイテムから構成されています。

1. Server Explorerを開きます。
2. プロジェクトが存在する StarTeam サーバー構成を右クリックし、ログオンを選択します。
ログオンダイアログボックスが開きます。

3. ユーザー名とパスワードを入力します。
4. OKをクリックします。
5. サーバー構成名を展開し、選択したサーバー構成のプロジェクトのリストを表示します。
6. 開くプロジェクトを展開します。
プロジェクトのルートビューの名前が表示されます。

7. フォルダレベルに展開します。
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関連トピック

プロジェクトで作業する (157 ページ)
プロジェクトの構成 (91 ページ)
ビューの構成と管理 (97 ページ)
ビュー (22 ページ)
パースペクティブ (19 ページ)

プロジェクトを作成し、ローカルファイルを同期する
上位レベルで、新しい StarTeam プロジェクトを作成して既存のワークスペースプロジェクトとそのプロ
ジェクトを関連付けるには、次のステップが必要です。

これらの手順では、次のように仮定しています。

• ユーザーはまだ、StarTeam サーバー構成への接続を作成していない。
• ユーザーは既に、共有するワークスペースに Eclipse プロジェクトを作成している。

関連トピック

入門の手順 (39 ページ)
プロジェクトを作成する (164 ページ)
ワークスペースプロジェクトを新しいプロジェクトと共用する (166 ページ)
新たに共用されたプロジェクトを同期する (166 ページ)
ワークスペースプロジェクトファイルをチェックインする (167 ページ)
プロジェクトで作業する (157 ページ)
プロジェクトを作成する (164 ページ)
ワークスペースプロジェクトを新しいプロジェクトと共用する (166 ページ)
新たに共用されたプロジェクトを同期する (166 ページ)
ワークスペースプロジェクトファイルをチェックインする (167 ページ)
ファイルをチェックインする (223 ページ)
マッピングオプション (341 ページ)

プロジェクトを作成する
1. StarTeam パースペクティブまたはビューを開きます。
2. StarTeam ➤プロジェクト ➤新規作成を選択します。
別の方法1：ツールバーで新規StarTeamプロジェクトの作成をクリックします。別の方法2：Server
Explorerを開き、サーバー構成ノードを選択し、コンテキストメニューから新規 ➤プロジェクトを選
択します。
新規プロジェクトウィザードが表示されます。
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3. 上記のコマンドのいずれかを使用する前にプロジェクトを選択していない場合、サーバーリストからプ
ロジェクトのサーバー構成を選択し、次へをクリックする必要があります。
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、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. 新規プロジェクトの名前と説明を、それぞれプロジェクト名およびプロジェクトの説明フィールドに
入力します。

5. 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は、フォルダのパスと名前を入力すると、新規プロジェクトウィザード
によって作業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. StarTeam プロジェクトから除外するフォルダを選択し、次へをクリックします。
このオプションを使用して、Subversion（.svn）、CVS（CVS、.cvsignore）などの他のバージョン管
理システムからのステータスデータを除外できます。

9. 省略可能：作業フォルダに子フォルダがある場合は、プロジェクトに追加しない子フォルダのチェック
ボックスをオフにします。
以前に除外したフォルダを含めるには、すべて選択をクリックします。

10.終了をクリックします。

プロジェクトを作成した後は、そのプロジェクトの階層ビューがServer Explorerに表示されます。Server
Explorerまたは各種の StarTeam ビューのコンテキストメニューを使用して、他のフォルダや StarTeam
アイテムを追加できます。

関連トピック

プロジェクトを作成し、ローカルファイルを同期する (164 ページ)
プロジェクトを作成し、ローカルファイルを同期する (164 ページ)
パースペクティブ (19 ページ)
ビュー (22 ページ)
マッピングオプション (341 ページ)
プロジェクトの概要 (92 ページ)
ビュー (22 ページ)
プロジェクトを削除する (168 ページ)
プロジェクトのプロパティーを表示または変更する (170 ページ)
プロジェクト名または説明を変更する (168 ページ)
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リビジョンコメントの入力を強制する (177 ページ)
チェックイン時に排他的ロックを強制する (176 ページ)
プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)

ワークスペースプロジェクトを新しいプロジェクトと共用する
1. パッケージまたはNavigatorでワークスペースプロジェクトを選択し、コンテキストメニューからチー
ム ➤プロジェクトの共用を選択します。

2. StarTeamを選択します。
3. 次へをクリックします。
4. 新しく作成された StarTeam プロジェクトおよびビューを含むサーバー構成を選択します。
5. 次へをクリックします。
6. リストからフォルダを選択するか、新規フォルダをクリックしてフォルダを作成します。
7. 次へをクリックします。
[マッピングオプション] ページが表示されます。デフォルトでは、この設定は StarTeam サーバーサイ
ド（リモート）フォルダのデフォルト設定にマップされます。ほとんどのユーザーは、この設定をデフォ
ルト設定としてそのまま使用します。つまり、ローカルフォルダの名前は、StarTeam Server によって
付けられるデフォルトフォルダ名になります。ただし、Eclipse プロジェクトを StarTeam と共用して
いる間は、プロジェクト固有の設定を有効化するチェックボックスをオンにすることで、この設定をプ
ロジェクトレベルで上書きできます。

8. [マッピングオプション]ページで目的の設定を選択するか、またはデフォルト設定をそのまま使用して、
終了をクリックします。
新たに共用されたプロジェクトを同期するかどうかを確認するダイアログボックスが表示されます。

関連トピック

プロジェクトを作成し、ローカルファイルを同期する (164 ページ)
プロジェクトを作成し、ローカルファイルを同期する (164 ページ)

新たに共用されたプロジェクトを同期する
1. 同期化をクリックします。
Team Synchronizingパースペクティブが表示されます。着信/発信モードが自動的に選択され、リポ
ジトリに追加するファイルが表示されます。

2. チェックインする適切なファイルまたはフォルダを選択し、右クリックして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表示されます。
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関連トピック

ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
プロジェクトを作成し、ローカルファイルを同期する (164 ページ)
ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
プロジェクトを作成し、ローカルファイルを同期する (164 ページ)

ワークスペースプロジェクトファイルをチェックインする
1. チェックインダイアログボックスを開きます。
2. チェックインコメントを入力します。
3. ロックステータスを展開してオプションを選択します。

説明オプション

チェックイン後にファイルのロックを解除します。ロック解除

ファイルにさらに変更を加える予定であることを示します。排他的

自分がファイルに対して作業しており、変更を加える可能性があるこ
とを示します。

非排他的

現在のロックステータスを保持します。現在の状態を維持

4. 省略可能：チェックインダイアログボックスで、次のオプションを選択します。

• チップリビジョンよりも古いファイルをチェックインするには、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。

• 選択したファイルを作業フォルダから削除する場合は、作業ファイルの削除チェックボックスをオン
にします。

• 処理アイテムを展開します。（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。

• ラベルを展開します。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。既存のラベルは、作成日時に基づいて新しいものから順に一覧
表示されています。そのラベルが使用中の場合は、ラベルが前のリビジョンにすでに割り当てられて
いる場合は、ラベルを移動するチェックボックスをオンにします。

• 詳細を展開します。EOLの変換を実行する (CR-LF)チェックボックスをオンにしてファイルに格納
される EOL 文字を制御し、ファイルのエンコードドロップダウンリストから選択します。デフォル
ト設定は、Preferencesダイアログボックスの EOL 設定によって決まります。

• 変更要求を展開し、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。

5. OKをクリックすると、ファイルがチェックインされます。
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関連トピック

ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
プロジェクトを作成し、ローカルファイルを同期する (164 ページ)
ワークスペースプロジェクトを共用する (159 ページ)
プロジェクトを作成し、ローカルファイルを同期する (164 ページ)

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、ユーザーおよびチーム内の他のメンバはそのプロジェクトのいずれのアイテム
にもアクセスできなくなります。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。一方、共有されていない
アイテムにはアクセスできなくなります。

注意: プロジェクトの削除は、復元不可能な操作です。

1. Server Explorerを起動します。
2. プロジェクト名を右クリックし、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。

3. OKをクリックします。
削除するプロジェクトの正確な名前の入力を求めるダイアログボックスが表示されます。

4. 該当するテキストボックスに名前を入力します。
5. OKをクリックします。

関連トピック

プロジェクトで作業する (157 ページ)
プロジェクトを作成する (164 ページ)
プロジェクトの概要 (92 ページ)

プロジェクト名または説明を変更する
1. StarTeam ➤プロジェクト ➤プロパティーを選択します。
別の方法：サーバー・エクスプローラー、Navigator、または Package Explorer で、プロジェクトを右
クリックし、プロパティーを選択します。
プロパティーダイアログボックスが表示されます。

2. 次のいずれかを行います。

• NavigatorまたはPackage Explorerから開いた場合、StarTeamプロバイダーを展開し、プロジェ
クトを選択します。

• StarTeam メインメニューまたはServer Explorerから開いた場合、プロジェクトを選択します。
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3. 名前タブを選択します。
4. 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。
5. 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。
6. OKをクリックします。

関連トピック

プロジェクトで作業する (157 ページ)
処理ルール (119 ページ)
プロジェクトのプロパティーを表示または変更する (170 ページ)
プロジェクトを作成する (164 ページ)
リビジョンコメントの入力を強制する (177 ページ)
チェックイン時に排他的ロックを強制する (176 ページ)
プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)

リファクタリングする
「チームリファクタリング」には、共有環境でバージョン管理されているファイルとフォルダの名前の変更
や移動が含まれます。

注: 競合が発生すると、クライアントから即座にフィードバックが提供され、変更の確認を求めるダイ
アログボックスが表示されます。

1. Navigator または Package Explorer で、アイテムを選択します。
2. 右クリックし、次のどちらかを選択します。

• Move
• Rename

3. 次のいずれかを行います。

• 移動の場合は、フォルダーの選択ダイアログボックスで移動先を選択し、OKをクリックします。
• 名前の変更の場合は、新しい名前を入力して Enterを押します。

注: フォルダの名前を変更する前に、Eclipse で F5をクリックして最新の情報に更新します。

プロジェクトアイテムに移動コマンドを使用して変更のチェックインを試行すると、Eclipse からその
ことに関してレポートされ、同期化ビューで移動アクションを使用してリソースの履歴を維持するよう
提案されます。

4. Team Synchronizingパースペクティブの同期化ビューを開き、[moved] ステータスを示している
アイテムを確認します。

5. 同期化ビューですべての [moved] アイテムを複数選択し、移動を選択します。
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関連トピック

プロジェクトで作業する (157 ページ)

プロジェクトのプロパティーを表示または変更する
適切なアクセス権があれば、各プロジェクトにプロパティーを設定できます。プロパティーによって、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、代替プロパティー
エディターを指定するなどが可能になります。

1. StarTeamパースペクティブまたはビューを開いた状態で、メインメニューからStarTeam➤プロジェ
クト ➤プロパティーを選択します。
サーバー・エクスプローラー、Navigator、または Package Explorer で、プロジェクトを右クリック
し、コンテキストメニューからプロパティーを選択します。
プロパティーダイアログボックスが表示されます。

2. その結果表示されたダイアログボックスで、次のいずれかを実行します。

• NavigatorまたはPackage Explorerから開いた場合、StarTeamプロバイダーを展開し、プロジェ
クトを選択します。

• StarTeam メインメニューまたはServer Explorerから開いた場合、プロジェクトを選択します。

3. 表示または変更するプロパティーを含むタブを選択します。
4. すべての必要な変更を加えて、OKをクリックします。

関連トピック

プロジェクトで作業する (157 ページ)
プロジェクトを作成する (164 ページ)
プロジェクト名または説明を変更する (168 ページ)
リビジョンコメントの入力を強制する (177 ページ)
チェックイン時に排他的ロックを強制する (176 ページ)
プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)
プロジェクトの概要 (92 ページ)
処理ルール (119 ページ)

キーワード展開を有効にする
ファイルのチェックアウトの際にキーワードが自動的に展開され、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。これには各種の 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。
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重要: 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。

1. 次のいずれかを行います。

• StarTeam パースペクティブまたはビューを開いた状態で、メインメニューから StarTeam ➤プロ
ジェクト ➤プロパティーを選択します。

• サーバー・エクスプローラー、Navigator、または Package Explorer で、プロジェクトを右クリッ
クし、コンテキストメニューからプロパティーを選択します。

プロパティーダイアログボックスが表示されます。
2. 次のいずれかを行います。

• NavigatorまたはPackage Explorerから開いた場合、StarTeamプロバイダーを展開し、プロジェ
クトを選択します。

• StarTeam メインメニューまたはサーバー・エクスプローラーから開いた場合、プロジェクトを選
択します。

3. オプションタブを選択します。
4. 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。

5. 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。
.bat、.cpp

注: キーワード展開が有効な場合、StarTeam Eclipse Clientでは、StarTeam のプロパティーダイア
ログボックスで指定されているエンコーディングを使用して、ファイルがチェックアウトされるときに
ファイル内のキーワードが展開されます。チェックアウト後のエンコーディング変更は、StarTeam
Eclipse Clientではなく Eclipse で管理されます。

関連トピック

プロジェクトで作業する (157 ページ)
StarTeam キーワード一覧 (492 ページ)
個人的オプション (150 ページ)
大量ファイルの一括チェックアウトユーティリティ (113 ページ)
StarTeam キーワード一覧 (492 ページ)
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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
できることを規定する

• 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、プロジェクトのプロパティーを変更するために必要なアクセス権を持っ
ている必要があります。一般的に、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。

関連トピック

プロジェクトで作業する (157 ページ)
チェックイン時に処理アイテムを要求する (305 ページ)
変更要求を処理アイテムとして許可する (305 ページ)
要件を処理アイテムとして許可する (306 ページ)
タスクを処理アイテムとして許可する (306 ページ)
拡張処理リンクを有効にする (307 ページ)
手順 (157 ページ)
チェックイン時に処理アイテムを要求する (305 ページ)
変更要求を処理アイテムとして許可する (305 ページ)
要件を処理アイテムとして許可する (306 ページ)
タスクを処理アイテムとして許可する (306 ページ)
拡張処理リンクを有効にする (307 ページ)
拡張処理リンクのみを表示する (307 ページ)
アクティブ処理アイテムを設定する (307 ページ)
処理タスクを別のタスクから抽出する (308 ページ)
プロジェクトのプロパティーを表示または変更する (170 ページ)
プロジェクトを作成する (164 ページ)
プロジェクト名または説明を変更する (168 ページ)
リビジョンコメントの入力を強制する (177 ページ)
チェックイン時に排他的ロックを強制する (176 ページ)
拡張処理リンクを有効にする (307 ページ)
処理ルール（プロジェクトのプロパティー） (367 ページ)
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チェックイン時に処理アイテムを要求する
1. プロジェクト ➤プロパティーを選択します。
2. StarTeam プロバイダーを展開してプロジェクトを選択します。
3. 処理ルールタブで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。

4. 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。

関連トピック

プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)
プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)

変更要求を処理アイテムとして許可する
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。

• 処理中チェックボックスをオンにすると、ステータスが [処理中] の変更要求のみを使用できます。
• これらのどちら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。

• ステータスに関係なく、任意の変更要求を処理アイテムとして使用できるようにするには、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。

関連トピック

プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)
プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)

要件を処理アイテムとして許可する
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。
• ステータスに関係なく、任意の要件を処理アイテムとして使用できるようにするには、承認チェック
ボックスをオフにします。
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関連トピック

プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)
プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)

タスクを処理アイテムとして許可する
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。
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 [処理中] のタスク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。
• ステータスが [開始可能] または [実行中] のいずれかである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。

• ステータスに関係なく、任意のタスクを処理アイテムとして使用できるようにするには、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。

関連トピック

プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)
プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)

拡張処理リンクを有効にする
1. プロジェクト ➤プロパティーを選択し、StarTeam プロバイダーを展開します。
2. プロジェクトを選択します。
3. 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ンにします。

関連トピック

プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)
プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)
プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)
処理ルール（プロジェクトのプロパティー） (367 ページ)

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、StarTeam 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）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。作業フォルダにはいくつかの
.bakファイルが含まれる場合がありますが、それらをリポジトリにチェックイン（またはチェックアウト）
する必要はありません。そのため、それらのファイルをプロジェクトビューから除外する必要があります。
除外リストを親フォルダから継承することもできます。
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1. 次のいずれかを行います。

• StarTeam パースペクティブまたはビューを開いた状態で、メインメニューから StarTeam ➤フォ
ルダー ➤プロパティーを選択します。

• サーバー・エクスプローラー、Navigator、またはPackageExplorerで、目的のフォルダを右クリッ
クし、プロパティーを選択します。

プロパティーダイアログボックスが表示されます。
2. その結果表示されたダイアログボックスで、次のいずれかを実行します。

• Navigator または Package Explorer から開いた場合、StarTeam プロバイダーを展開し、フォル
ダーを選択します。

• StarTeam メインメニューまたは Server Explorerから開いた場合、フォルダーを選択します。

3. 除外タブを選択します。

注: 除外タブでの設定は、既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。

4. 次のいずれかを選択します。
説明オプション

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

継承した除外リストとローカル除
外リストを使用する

トテキストボックスにまだファイルが指定されていない場合は、
入力します。

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まだファ
イルが指定されていない場合は、入力します。

ローカル除外リストを使用する

すべてのファイルを含めます。除外リストを使用しない

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指定の一部として使用する場合、指定を二重引用符で囲みます。
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、フォルダー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。

関連トピック

プロジェクトで作業する (157 ページ)
フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)
ファイル (75 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
個人的オプション (150 ページ)
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ファイル (75 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)

チェックイン時に排他的ロックを強制する
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
次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既に排他的にロッ
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。

1. 次のいずれかを行います。

• StarTeam パースペクティブまたはビューを開いた状態で、メインメニューから StarTeam ➤プロ
ジェクト ➤プロパティーを選択します。

• サーバー・エクスプローラー、Navigator、または Package Explorer で、プロジェクトを右クリッ
クし、プロパティーを選択します。

プロパティーダイアログボックスが表示されます。
2. 次のいずれかを行います。

• NavigatorまたはPackage Explorerから開いた場合、StarTeamプロバイダーを展開し、プロジェ
クトを選択します。

• StarTeam メインメニューまたはServer Explorerから開いた場合、プロジェクトを選択します。

3. オプションタブを選択します。
4. 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 2005 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
ロパティー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
用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。

関連トピック

プロジェクトで作業する (157 ページ)
プロジェクトのプロパティーを表示または変更する (170 ページ)
プロジェクトを作成する (164 ページ)
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プロジェクト名または説明を変更する (168 ページ)
リビジョンコメントの入力を強制する (177 ページ)
プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)
プロジェクトの概要 (92 ページ)

リビジョンコメントの入力を強制する
管理者は、プロジェクトのプロパティーを調整して、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。この要件は、ユーザーによるチェックインの実行方法に関係なく適用されます。

1. 次のいずれかを行います。

• StarTeam パースペクティブまたはビューを開いた状態で、メインメニューから StarTeam ➤プロ
ジェクト ➤プロパティーを選択します。

• サーバー・エクスプローラー、Navigator、または Package Explorer で、プロジェクトを右クリッ
クし、プロパティーを選択します。

プロパティーダイアログボックスが表示されます。
2. 次のいずれかを行います。

• NavigatorまたはPackage Explorerから開いた場合、StarTeamプロバイダーを展開し、プロジェ
クトを選択します。

• StarTeam メインメニューまたはサーバー・エクスプローラーから開いた場合、プロジェクトを選
択します。

3. オプションタブを選択します。
4. 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: この設定は、統合環境パッケージには適用されません。

5. 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。

関連トピック

プロジェクトで作業する (157 ページ)
プロジェクトのプロパティーを表示または変更する (170 ページ)
プロジェクトを作成する (164 ページ)
プロジェクト名または説明を変更する (168 ページ)
チェックイン時に排他的ロックを強制する (176 ページ)
プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)
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プロジェクトの概要 (92 ページ)
処理ルール (119 ページ)

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付く前
に、そのファイルを既に編集してしまったということがよくあります。ファイルが読み取り専用であれば、
こうした間違いが発生する可能性が低くなります。

1. 次のいずれかを行います。

• StarTeam パースペクティブまたはビューを開いた状態で、メインメニューから StarTeam ➤プロ
ジェクト ➤プロパティーを選択します。

• サーバー・エクスプローラー、Navigator、または Package Explorer で、プロジェクトを右クリッ
クし、プロパティーを選択します。

プロパティーダイアログボックスが表示されます。
2. その結果表示されたダイアログボックスで、次のいずれかを実行します。

• NavigatorまたはPackage Explorerから開いた場合、StarTeamプロバイダーを展開し、プロジェ
クトを選択します。

• StarTeam メインメニューまたはServer Explorerから開いた場合、プロジェクトを選択します。

3. オプションタブを選択します。
4. 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。
これは、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、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
• ファイルのロック解除

注: この StarTeam プロジェクトプロパティーは、個人用オプション設定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よりも優先されます。このプロパティー（または、
これと同等の個人用オプション）を選択した後に変更する場合は、どのファイルも書き込み可能でない
ことを確認してから、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、それらをロック解除しま
す。
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関連トピック

プロジェクトで作業する (157 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)
プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)
個人的オプション (150 ページ)
プロジェクトの概要 (92 ページ)
処理ルール (119 ページ)

プロジェクトを検索する
1. StarTeam パースペクティブまたはビューを開きます。
2. StarTeam アイテムの検索をクリックします。
別の方法：メニューから検索 ➤検索を選択します。
検索ダイアログボックスが表示されます。

3. StarTeam 検索タブを選択します。
4. 検索するテキストを正規表現テキストボックスに入力します。
5. ダイアログボックスの検索場所領域で、検索先にする目的のサーバー、プロジェクト、ビュー、または
フォルダを選択します。

6. タイプドロップダウンリストを使用して、特定の StarTeam アイテムタイプおよびプロパティーに絞
り込みます。
ドロップダウンリストからファイルを選択し、検索対象オプションからコメントプロパティーを選択
して、ファイルに含まれるコメントのみを検索します。

7. 検索対象オプションから、次のいずれかを選択します。

• すべてのプロパティー：検索ですべてのアイテムプロパティーが返されます。指定した正規表現にい
ずれかのアイテムプロパティーの値の文字列表現が一致すると、アイテムが受け入れられます。

• 現在のフィルターによるすべてのプロパティー：選択したタイプに適用できる、現在のフィルター内
のプロパティーのみが検索対象になります。

注: 現在のフィルターによるすべてのプロパティーが選択されているときにこのプロパティー
リストボックスを開くと、これらのプロパティーのリストを確認できます。

• このプロパティーを選択して、処理する単一のプロパティーを指定します。

8. オプションから次の操作が可能です。

• 大文字と小文字を区別するチェックボックスをオンにすると、正規表現テキストボックスへの入力
に対して大文字と小文字の区別も一致するアイテムのみが検索で返されます。

• 再帰的チェックボックスをオンにすると、検索対象から選択したアイテムの配下にあるすべてのフォ
ルダで、一致するものが検索されます。

9. 検索をクリックします。

結果が検索ビューおよび StarTeam 検索結果タブに表示されます。
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関連トピック

プロジェクトで作業する (157 ページ)
フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
[検索結果] ビュー (38 ページ)
ツールバーボタン (326 ページ)
[検索結果] ビュー (38 ページ)
ツールバーボタン (326 ページ)

StarTeam リポジトリと同期する
1. 次のいずれかを行います。

• Navigator または Package Explorer でアイテムを選択し、チーム ➤リポジトリーと同期化を選択
します。

• [Team Synchronizing] パースペクティブを開き、Window ➤ Open Perspective ➤ Team
Synchronizingを選択します。

Team Synchronizingパースペクティブが表示されます。
2. 同期化ビューで、着信/発信モードを選択します。
3. 操作対象の適切なファイルまたはフォルダを選択します。
4. 同期化ビューでコンテキストメニューコマンドを使用して、チェックインまたはチェックアウト操作を
実行します。

関連トピック

プロジェクトで作業する (157 ページ)
同期 (154 ページ)

URL をコピーする
注: StarTeam ショートカットでは、ファイル拡張子として .stx が使用されます。

1. アイテムビューまたはServer Explorerで 1 つ以上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。
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ーツ
リーからアプリケーションにドラッグするのと同等の操作です。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が、Word、Excel、Outlook では HTML データをサ
ポートしています。
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関連トピック

プロジェクトで作業する (157 ページ)

ビューで作業する
ビューの使用と管理に関連するタスクについて説明します。

関連トピック

手順 (157 ページ)
StarTeam ビューを作成および構成する (181 ページ)
ビューを削除する (182 ページ)
ビューのプロパティーを表示または変更する (183 ページ)
ビューラベルを作成する (292 ページ)
デフォルト作業フォルダと代替作業フォルダを変更する (196 ページ)
StarTeam プロジェクトビュー間を切り替える (186 ページ)
ビューラベルをコピーする (187 ページ)
ビューラベルをプロモートする (297 ページ)
ビューラベルを降格する (294 ページ)

StarTeam ビューを作成および構成する
1. StarTeam パースペクティブまたはビューを開きます。
2. メインメニューから StarTeam ➤ビュー ➤新規作成を選択します。
別の方法 1：ツールバーで StarTeam プロジェクトに新規ビューを作成をクリックします。別の方法
2：Server Explorerを開き、サーバー構成、プロジェクト、またはビューノードを選択して、新規作成
➤ビューを選択します。
新規ビューウィザードが表示されます。

注: サーバー構成ノードのコンテキストメニューから新規ビューウィザードを開く場合は、新規
ビューを作成するプロジェクトを選択し、次へをクリックします。

3. 次のいずれかを行います。

• 参照ビューまたは分岐ビューを作成するには、選択したビューから新しいビューを派生させるチェッ
クボックスをオンにし、ビュー階層ボックスからビューを選択します。

• 派生なしビューを作成するには、選択したビューから新しいビューを派生させるチェックボックスを
オフにし、次へをクリックします。

4. 参照ビューまたは分岐ビューを作成する場合は、次のような利用可能なビューのプロパティーオプショ
ンのいずれかを選択し、次へをクリックします。
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注: 派生なしビューを作成する場合は、これらのオプションを指定する必要はありません。

• 読み取り専用チェックボックスをオンにし、読み取り専用の参照ビューを作成します。
• ビュー内でこのビュー内でアイテムが分岐することを許可するチェックボックスをオンにして分岐
ビューを作成し、次にすべて分岐または分岐なしのどちらかを選択して、変更時にアイテムを分岐
するかどうかを選択します。

5. ビューの名前と説明を、ビュー名と説明テキストボックスに入力し、次へをクリックします。
6. 新しいビューのルート・フォルダーを選択します。

注: 新規ビューウィザードでは、派生なしビューに対してこのステップはありません。

7. 次へをクリックします。
8. 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ーに入力または参照して指定します。

重要: すべて分岐ビュー、分岐なしビュー、または派生なしビューの場合は、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するときに、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。

9. 次へをクリックしてビューの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、終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ので、構成ページ
は表示されません。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.ビュー構成ページで利用可能な構成オプションのいずれかを選択し、終了をクリックします。

関連トピック

ビューで作業する (181 ページ)
ビュー (22 ページ)
ビュータイプ (99 ページ)
ビューの適切な使用 (102 ページ)
ビュータイプのオプションと設定 (387 ページ)
StarTeam ビューの構成オプション (390 ページ)

ビューを削除する
注: プロジェクトビューの削除は、本当に削除する必要が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
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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。

1. Server Explorerを起動します。
2. ビュー名を右クリックし、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。

3. OKをクリックします。
削除する StarTeam ビューの正確な名前の入力を求めるダイアログボックスが表示されます。

4. 該当するテキストボックスに名前を入力します。
5. OKをクリックします。

関連トピック

ビューで作業する (181 ページ)
ビュー (22 ページ)
ビュータイプ (99 ページ)
ビューの適切な使用 (102 ページ)
ビュータイプのオプションと設定 (387 ページ)
StarTeam ビューの構成オプション (390 ページ)

ビューのプロパティーを表示または変更する
1. 次のいずれかを行います。

• StarTeamパースペクティブまたはビューを開いた状態で、StarTeam➤ビュー➤プロパティーを
選択します。

• Server Explorerでビューノードを右クリックし、プロパティーを選択します。
• Navigator または Package Explorer で、プロジェクトを右クリックし、プロパティーを選択しま
す。

プロパティーダイアログボックスが表示されます。
2. 次のいずれかを行います。

• Navigator または Package Explorer から開いた場合、StarTeam プロバイダーを展開し、ビュー
を選択します。

• StarTeam メインメニューまたは Server Explorerから開いた場合、ビューを選択します。

3. 名前タブを選択し、次の情報を表示または変更します。

• ビューの名前と説明
• ビューの作成者と作成日時
• 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
• 作業/代替フォルダのパス
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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。

4. 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。

5. OKまたはキャンセルをクリックしてダイアログボックスを閉じます。

関連トピック

ビューで作業する (181 ページ)
ビュー (22 ページ)
ビュータイプ (99 ページ)
ビューの適切な使用 (102 ページ)
ビュータイプのオプションと設定 (387 ページ)
StarTeam ビューの構成オプション (390 ページ)

ビューラベルを作成する
1. 次のいずれかを行います。

• StarTeamパースペクティブまたはビューを開いた状態で、メインメニューからStarTeam➤ビュー
➤ラベルまたは StarTeam ➤ビュー ➤プロパティーを選択します。

• Server Explorerでビューノードを右クリックし、コンテキストメニューからラベルまたはプロパ
ティーを選択します。

• Navigator またはPackage Explorer で、プロジェクトを右クリックし、プロパティーまたはチーム
➤ラベルを選択します。

プロパティーダイアログボックスが表示されます。
2. その結果表示されたダイアログボックスで、次のいずれかを実行します。

• Navigator または Package Explorer から開いた場合、StarTeam プロバイダーを展開し、ラベル
（ビュー用）を選択します。

• StarTeam メインメニューまたはサーバー・エクスプローラーから開いた場合、ラベルを選択しま
す。

ビュータブには、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。

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。
ラベル名は最大で 64 文字、説明は最大で 254 文字を入力できます。

5. 省略可能：以下のビルドで対応プロパティーの設定が次のビルドになっているすべての変更要求を更新
するには、ビルドラベルとして使用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、変更要求はこのビューラベルを持つことになりますが、以下のビルドで対応プロパティー
の設定には影響しません。
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6. 省略可能：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。

7. 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：このラベルを、ユーザーが指定したラベルを含むリビジョンに添付します（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、ユーザーが指定したプロモーション状態にあるリ
ビジョンにラベルが添付されます（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：指定した日時にチップリビジョンであったリビジョンにラベルを添付します。

8. OKをクリックします。

注: ラベル構成の現在時刻を選択する場合は、StarTeam クライアントや StarTeam Server が稼動す
る各コンピュータの日時を同期することが重要です。これを行わないと、ラベルがすぐに表示されない
ことがあります。

関連トピック

ビューで作業する (181 ページ)
ラベルとプロモーション状態を管理する (286 ページ)
ラベル (146 ページ)
ビュー (22 ページ)
ビューの適切な使用 (102 ページ)

デフォルト作業フォルダと代替作業フォルダを変更する
作業中の Eclipse プロジェクト用の、ビューの作業フォルダの変更はお勧めしません。ビューの作業フォル
ダを変更してから Eclipse プロジェクトを作成し直すことをお勧めします。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することをお勧めします。

注意: プロジェクト管理者でない限り、デフォルト作業フォルダを変更しないでください。デフォルト
作業フォルダを変更する前には、すべてのユーザーに影響するカスタムフィールドを変更する場合など
と同様に、サーバーをロックして全員がログオフすることが重要です。StarTeam Eclipse Client の実
行中に作業フォルダを変更すると、Team Synchronization エラーが発生することがあります。

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。

1. StarTeam ビューで、StarTeam ➤ビュー ➤プロパティーを選択します。
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別の方法1：サーバー・エクスプローラーでビューノードを右クリックし、プロパティーを選択しま
す。

•

• 別の方法 2：Navigator または Package Explorer で、プロジェクトを右クリックし、プロパティー
を選択します。

プロパティーダイアログボックスが表示されます。
2. ビューを選択します。
3. 名前タブをクリックします。
4. 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。
代替：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フォルダ
パスを指定します。

5. 新しい作業フォルダの名前を入力するか、作業フォルダのパスを参照します。
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、異なるドライブ文字を使用するコン
ピュータでも作業できるように編集することができます。

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。

関連トピック

ビューで作業する (181 ページ)
フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
フォルダーをビューに追加する (191 ページ)
フォルダとパス (71 ページ)
プロジェクトの構造 (472 ページ)
デフォルト作業フォルダと代替作業フォルダ (74 ページ)
ビュー (22 ページ)
ビューで作業する (181 ページ)
デフォルト作業フォルダと代替作業フォルダ (74 ページ)

StarTeam プロジェクトビュー間を切り替える
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。

1. Package Explorer または Navigator で、ルートプロジェクトノードを右クリックし、プロパティーを
選択します。
プロパティーダイアログボックスが表示されます。

2. メニューツリーから StarTeam プロバイダーを選択します。
3. ビューの変更をクリックします。
ダイアログボックスが表示され、プロジェクトのすべてのビューが表示されます。
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4. 目的のビューを選択し、OKをクリックします。
5. OKをクリックして、プロパティーダイアログボックスを閉じます。

関連トピック

ビューで作業する (181 ページ)
ビュー (22 ページ)
ビュータイプ (99 ページ)
ビューの適切な使用 (102 ページ)
ビュータイプのオプションと設定 (387 ページ)
StarTeam ビューの構成オプション (390 ページ)

ビューラベルをコピーする
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存在している場
合にのみ実行できます。また、ビューの構成も現在の構成である必要があります。

1. StarTeam パースペクティブまたはビューを開いた状態で、メインメニューから StarTeam ➤ビュー
➤ラベルまたは StarTeam ➤ビュー ➤プロパティーを選択します。

• 別の方法1：サーバー・エクスプローラーでビューノードを右クリックし、コンテキストメニューか
らラベルまたはプロパティーを選択します。

• 別の方法 2：Navigator または Package Explorer で、プロジェクトを右クリックし、コンテキスト
メニューからプロパティーまたはチーム ➤ラベルを選択します。

プロパティーダイアログボックスが表示されます。
2. 次のいずれかを行います。

• Navigator または Package Explorer から開いた場合、StarTeam プロバイダーを展開し、ラベル
（ビュー用）を選択します。

• StarTeam メインメニューまたはサーバー・エクスプローラーから開いた場合、ラベルを選択しま
す。

ビュータブには、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。

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。
ラベル名は最大で 64 文字、説明は最大で 254 文字を入力できます。

5. 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。

6. 省略可能：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チェックボックスを
オフにします。

注: 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。
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7. OKをクリックします。
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。これで、Eclipseエクスプロー
ラーまたは StarTeam ビューのコンテキストメニューを使用して、新しいラベルと異なっている必要が
あるラベルを添付または添付解除できるようになります。

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。次のいずれかを行います。

• Package Explorer または Navigator でアイテムを選択し、コンテキストメニューからチーム ➤ラ
ベル ➤添付解除を選択します。

• サーバー・エクスプローラーまたはStarTeamビュー（変更要求、要件など）でアイテムを選択し、
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。

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たり、既にラベルが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たりします。次のいずれかを行います。

• Package Explorer または Navigator でアイテムを選択し、コンテキストメニューからチーム ➤ラ
ベル ➤添付を選択します。

• Server Explorerまたは StarTeam ビューでアイテムを選択し（変更要求、要件など）、コンテキス
トメニューからラベル ➤添付を選択します。

関連トピック

ビューで作業する (181 ページ)
ビュー (22 ページ)
ビュータイプ (99 ページ)
ビューの適切な使用 (102 ページ)
ビュータイプのオプションと設定 (387 ページ)
StarTeam ビューの構成オプション (390 ページ)

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。その
場合、その状態に対して確立されている条件を満たす必要があります。

1. StarTeam ➤ビュー ➤プロモーションまたは StarTeam ➤ビュー ➤プロパティーを選択します。
別の方法 1：Server Explorerでビューノードを右クリックし、プロモーションまたはプロパティーを
選択します。別の方法 2：Navigator または Package Explorer で、プロジェクトを右クリックし、プロ
パティーまたはチーム ➤ラベルを選択します。
プロパティーダイアログボックスが表示されます。

2. その結果表示されたダイアログボックスで、次のいずれかを実行します。

• NavigatorまたはPackage Explorerから開いた場合、StarTeamプロバイダーを展開し、プロモー
ションを選択します。

• StarTeam メインメニューまたはServer Explorerから開いた場合、プロモーションを選択します。

状態は、最後の状態から順に初期状態まで表示されます。

188 | 手順



3. 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。
4. プロモート...をクリックします。
ダイアログボックスに、ビューラベルが次の状態（プロパティーダイアログボックスで選択した状態
のすぐ上の状態）に割り当てられたことが表示されます。

5. OKをクリックします。

ビューラベルは、元の状態と新しい状態の両方に適用されます。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。

関連トピック

ビューで作業する (181 ページ)
ラベルとプロモーション状態を管理する (286 ページ)
ビューラベルを降格する (294 ページ)
ビュー (22 ページ)
ビュータイプ (99 ページ)
ビューの適切な使用 (102 ページ)
ビュータイプのオプションと設定 (387 ページ)
StarTeam ビューの構成オプション (390 ページ)

ビューラベルを降格する
1. 次のいずれかを行います。

• StarTeamパースペクティブまたはビューを開いた状態で、メインメニューからStarTeam➤ビュー
➤プロモーションまたは StarTeam ➤ビュー ➤プロパティーを選択します。

• Server Explorerでビューノードを右クリックし、プロモーションまたはプロパティーを選択しま
す。

• Navigator またはPackage Explorer で、プロジェクトを右クリックし、プロパティーまたはチーム
➤ラベルを選択します。

プロパティーダイアログボックスが表示されます。
2. その結果表示されたダイアログボックスで、次のいずれかを実行します。

• Navigator または Package Explorer から開いた場合、StarTeam プロバイダー ➤プロモーション
を選択します。

• StarTeam メインメニューまたはServer Explorerから開いた場合、プロモーションを選択します。

3. 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。
4. ビューラベルリストボックスから、別のビューラベルを選択します。
5. OKをクリックします。
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関連トピック

ビューで作業する (181 ページ)
ラベルとプロモーション状態を管理する (286 ページ)
ビューラベルをプロモートする (297 ページ)
ビュー (22 ページ)
ビュータイプ (99 ページ)
ビューの適切な使用 (102 ページ)
ビュータイプのオプションと設定 (387 ページ)
StarTeam ビューの構成オプション (390 ページ)

フォルダとアイテムで作業する
ここでは、フォルダおよびアイテムでの作業に関連する手順のリストを示します。

関連トピック

手順 (157 ページ)
フォルダーをビューに追加する (191 ページ)
新しいラベルをフォルダに添付する (287 ページ)
既存のビューまたはリビジョンラベルをフォルダーに添付する (193 ページ)
ラベルをアイテムに添付する (288 ページ)
既存のビューまたはリビジョンラベルをアイテムに添付する (195 ページ)
デフォルト作業フォルダと代替作業フォルダを変更する (196 ページ)
フォルダとアイテムの名前および説明を変更する (197 ページ)
リビジョンを比較する (197 ページ)
フォルダをロールバックする (201 ページ)
フォルダの構成を変更する (201 ページ)
作業フォルダを作成する (202 ページ)
リンクのプロパティーをカスタマイズする (299 ページ)
フォルダを削除する (203 ページ)
場所の参照を表示する (204 ページ)
アイテムのプロパティーを電子メールで送信する (204 ページ)
ファイルおよびフォルダを除外する (233 ページ)
アイテムを検索する (283 ページ)
フォルダーおよびファイルを非表示にする (207 ページ)
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アイテムを強調表示する (208 ページ)
内部および外部からアイテムをリンクする (302 ページ)
アイテムをロックおよびロック解除する (236 ページ)
アイテムを既読/未読としてマーク付けする (283 ページ)
フォルダを移動する (211 ページ)
アイテムを移動する (211 ページ)
ローカルフォルダを開く (240 ページ)
ファイル名を変更する (213 ページ)
ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)
プロジェクトを検索する (216 ページ)
データをソートおよび分類する (217 ページ)
追加フィールドを表示する (218 ページ)
アイテムのプロパティーを表示または変更する (264 ページ)
プロパティーを比較する (220 ページ)
アクティブ処理アイテムを設定する (307 ページ)
アイテムを選択する (221 ページ)
アイテムをコピーする (222 ページ)
オプションを設定する (50 ページ)
アイテムをロックおよびロック解除する (236 ページ)

フォルダーをビューに追加する
1. StarTeam パースペクティブまたはビューを開きます。
2. 次のいずれかを行います。

• StarTeam ➤フォルダー ➤新規を選択します。
• ツールバーで新規 StarTeam フォルダーを作成しますをクリックします。
• Server Explorerを開き、StarTeam プロジェクトやビューを選択して、新規 ➤フォルダーを選択し
ます。

New Folderウィザードが表示されます。
3. プロジェクトおよびビューを選択し、各選択の後で次へをクリックします。
4. フォルダーツリーで、新規フォルダーの親フォルダを選択します。
5. 次へをクリックします。
新しいフォルダーは選択したフォルダーの子として作成され、ウィザードのフォルダー名ページが表示
されます。

6. 新規フォルダーの名前と説明を入力します。
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フォルダー名には最大で 254 文字を入力できます。

7. 次のいずれかを行います。
説明オプション

作業フォルダーが自動的に作成され、パスに新規 StarTeam フォル
ダーの名前が付加されます。

デフォルトを選択

既存の作業フォルダーのパスを入力するか、パスを参照します。パス
を参照すると、このフォルダーの作業フォルダーへの絶対パスが作成
されます。

デフォルトの変更を選択

関連付けられたEclipseプロジェクトのEclipseで定義されているワー
クスペースパス内に作業フォルダーが作成されます。

ワークスペースにマップを選択

NewFolderウィザードの[Sub-folder Inclusions]ページ（子フォルダーを含めるためのページ）に新
規フォルダーおよびすべての子フォルダー（ある場合）が表示されます。作業フォルダーに子フォルダー
がある場合、それぞれの子フォルダーに対して StarTeam フォルダーが作成されます。

8. 次のいずれかを行います。

• プロジェクトから子フォルダーを除外するには、フォルダーツリー内の該当するフォルダー名の横に
あるチェックボックスをオフにします。

• 子フォルダーをすべて除外する場合は、すべての選択を解除をクリックします。
• 除外したフォルダーを再選択するには、すべて選択をクリックします。

9. 終了をクリックします。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
デフォルト作業フォルダと代替作業フォルダを変更する (196 ページ)
フォルダとパス (71 ページ)
プロジェクトの構造 (472 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
フォルダとパス (71 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)

新しいラベルをフォルダに添付する
ラベルビューを開いてラベルがリビジョンラベルかビューラベルかを判断し、ラベルをダブルクリックし
ます（または、ラベルを選択し、コンテキストメニューからプロパティーを選択します）。リビジョンラ
ベルには、名前と説明の各プロパティーがあります。ビューラベルには、名前、説明、および構成日時の各
プロパティーがあります。

1. Server Explorerまたはいずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
2. StarTeam ➤フォルダー ➤ラベルを選択します。
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別の方法 1：Server Explorerでフォルダを右クリックし、ラベルを選択します。別の方法 2：いずれか
の Eclipse エクスプローラーで、チーム ➤ラベルを選択します。

注: チーム➤ラベルコマンドを使用してプロパティーダイアログボックスを開いた場合、StarTeam
プロバイダーを展開し、ラベルを選択します。

プロパティーダイアログボックスが表示されます。
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...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。
6. 省略可能：凍結するチェックボックスをオンにし、選択したリビジョンにのみこのラベルが添付される
ようにします。

7. 次のいずれかを選択します。

• フォルダのみ：選択した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：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：フォルダとそのアイテム、および子フォルダとその
アイテムにラベルを添付します。

8. OKをクリックします。
プロパティーダイアログボックスに、新規作成したリビジョンラベルが表示されます。

9. OKをクリックします。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
ラベルとプロモーション状態を管理する (286 ページ)
ラベルをアイテムに添付する (288 ページ)
ラベル (146 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)

既存のビューまたはリビジョンラベルをフォルダーに添付
する
ラベルビューを開いてラベルがリビジョンラベルかビューラベルかを判断し、ラベルをダブルクリックし
ます（または、ラベルを選択し、コンテキストメニューからプロパティーを選択します）。リビジョンラ
ベルには、名前と説明の各プロパティーがあります。ビューラベルには、名前、説明、および構成日時の各
プロパティーがあります。

1. Server Explorer、または変更するタスクを含む Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
2. StarTeam ➤フォルダー ➤ラベルを選択します。
別の方法 1：サーバー・エクスプローラーでフォルダを右クリックし、ラベルを選択します。別の方法
2：いずれかの Eclipse エクスプローラーで、チーム ➤ラベルを選択します。
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注: チーム➤ラベルコマンドを使用してプロパティーダイアログボックスを開いた場合、StarTeam
プロバイダーを展開し、ラベルを選択します。

プロパティーダイアログボックスが表示されます。
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
ジョンラベルかを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
方のみを表示するには、表示しない方のチェックボックスをオフにします。

4. リストからラベルを選択します。
5. 次のいずれかを選択します。

• フォルダのみ：選択した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：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：フォルダとそのアイテム、および子フォルダとその
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以前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。

6. ラベルの添付ダイアログボックスで OKをクリックします。
7. OKをクリックして、プロパティーダイアログボックスを閉じます。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)

ラベルをアイテムに添付する
1. Server Explorer、任意の StarTeamビュー、またはEclipse エクスプローラーで1つまたは複数のアイ
テムを選択します。

2. Server Explorerまたは StarTeam ビューからアイテムを選択する場合は、右クリックしてラベル ➤新
規作成を選択します。Eclipse エクスプローラーから選択する場合は、右クリックしてチーム ➤ラベル
➤新規作成を選択します。
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。

3. 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。
ラベル名は最大で 64 文字、説明は最大で 254 文字を入力できます。

4. 省略可能：凍結するチェックボックスをオンにし、選択したリビジョンにだけこのラベルが添付される
ようにします。

5. 次のいずれかの構成を選択します。

• 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。
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• 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、指定した日時にチップリビジョンであったリビジョンに添付し
ます。

6. OKをクリックします。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
ラベルとプロモーション状態を管理する (286 ページ)
新しいラベルをフォルダに添付する (287 ページ)
ラベル (146 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)

既存のビューまたはリビジョンラベルをアイテムに添付す
る
1. Server Explorer、任意の StarTeamビュー、またはEclipse エクスプローラーで1つまたは複数のアイ
テムを選択します。

2. Server Explorerまたは StarTeam ビューからアイテムを選択する場合は、右クリックしてラベル ➤添
付...を選択します。Eclipse エクスプローラーから選択する場合は、右クリックしてチーム➤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。デフォルトでは、ビューラベルとリビジョンラベ
ルの両方のオプションのチェックボックスがオンになっています。

3. 省略可能：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。

4. リストからラベルを選択します。
5. 省略可能：構成オプションを選択し、このラベルを添付するアイテムリビジョンの選択を変更します。
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、指定した日時にチップリビジョンであったリビジョンに添付し
ます。

6. OKをクリックします。

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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関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)

デフォルト作業フォルダと代替作業フォルダを変更する
作業中の Eclipse プロジェクト用の、ビューの作業フォルダの変更はお勧めしません。ビューの作業フォル
ダを変更してから Eclipse プロジェクトを作成し直すことをお勧めします。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することをお勧めします。

注意: プロジェクト管理者でない限り、デフォルト作業フォルダを変更しないでください。デフォルト
作業フォルダを変更する前には、すべてのユーザーに影響するカスタムフィールドを変更する場合など
と同様に、サーバーをロックして全員がログオフすることが重要です。StarTeam Eclipse Client の実
行中に作業フォルダを変更すると、Team Synchronization エラーが発生することがあります。

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。

1. StarTeam ビューで、StarTeam ➤ビュー ➤プロパティーを選択します。

• 別の方法1：サーバー・エクスプローラーでビューノードを右クリックし、プロパティーを選択しま
す。

• 別の方法 2：Navigator または Package Explorer で、プロジェクトを右クリックし、プロパティー
を選択します。

プロパティーダイアログボックスが表示されます。
2. ビューを選択します。
3. 名前タブをクリックします。
4. 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。
代替：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フォルダ
パスを指定します。

5. 新しい作業フォルダの名前を入力するか、作業フォルダのパスを参照します。
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、異なるドライブ文字を使用するコン
ピュータでも作業できるように編集することができます。

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。
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関連トピック

ビューで作業する (181 ページ)
フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
フォルダーをビューに追加する (191 ページ)
フォルダとパス (71 ページ)
プロジェクトの構造 (472 ページ)
デフォルト作業フォルダと代替作業フォルダ (74 ページ)
ビュー (22 ページ)
ビューで作業する (181 ページ)
デフォルト作業フォルダと代替作業フォルダ (74 ページ)

フォルダとアイテムの名前および説明を変更する
1. いずれかの StarTeam または Eclipse ビューで、フォルダまたはアイテムを選択します。
2. フォルダやアイテムを右クリックし、プロパティーを選択します。
いずれかのEclipse エクスプローラーからプロパティーダイアログボックスを開いた場合、ダイアログ
ボックスの StarTeam プロバイダーを展開し、使用可能な StarTeam プロパティーを表示します。
StarTeamビュー内またはサーバー・エクスプローラーからプロパティーダイアログボックスを開く場
合は、この操作は不要です。

3. フォルダやアイテムの名前や説明を変更します。
4. 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。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
ファイル (75 ページ)

リビジョンを比較する
比較コンテキストメニューのコマンドを使用して、特に、ファイルとフォルダのローカルバージョンを
StarTeam Server リポジトリ内のものと比較することができます。

比較コンテキストメニューのコマンドを使用すると、次の操作を完了できます。

• ローカルファイルを、リポジトリ内の最新のチップリビジョンと比較します。
• ローカルフォルダまたはファイルを、リポジトリ内のラベル付きバージョンと比較します。
• ローカルフォルダまたはファイルを、リポジトリ内の別の StarTeam ビューにあるコピーと比較しま
す。
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• ローカルフォルダまたはファイルを、日付から同じアイテムと判断されるコピーと比較します。
• ローカルファイルを、リポジトリ内の特定のリビジョンと比較します。
• 2 つのファイルまたは 2 つのフォルダを選択し、それらのプロパティーを比較します。

関連トピック

入門の手順 (39 ページ)
ローカルファイルをチップリビジョンと比較する (198 ページ)
ファイルを比較およびマージする (230 ページ)
ラベルと比較する (199 ページ)
別のビューと比較する (199 ページ)
日付別に比較する (199 ページ)
ローカルファイルをリビジョンと比較する (200 ページ)
ファイルまたはフォルダのプロパティーを比較する (200 ページ)
フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
ローカルファイルをチップリビジョンと比較する (198 ページ)
ラベルと比較する (199 ページ)
別のビューと比較する (199 ページ)
日付別に比較する (199 ページ)
ローカルファイルをリビジョンと比較する (200 ページ)
ファイルまたはフォルダのプロパティーを比較する (200 ページ)
パースペクティブ (19 ページ)
ビュー (22 ページ)

ローカルファイルをチップリビジョンと比較する
1. いずれかの Eclipse エクスプローラーでファイルを選択します。
2. 右クリックして次と比較 ➤ StarTeam 内の最新リビジョンを選択します。

[比較] エディターが開き、2 つのファイル間の差分が表示されます。

関連トピック

リビジョンを比較する (197 ページ)
リビジョンを比較する (197 ページ)
ラベルと比較する (199 ページ)
別のビューと比較する (199 ページ)
日付別に比較する (199 ページ)
ローカルファイルをリビジョンと比較する (200 ページ)
ファイルまたはフォルダのプロパティーを比較する (200 ページ)
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ラベルと比較する
1. いずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダまたはファイルを選択します。
2. アイテムを右クリックし、比較 ➤ラベルを選択します。

フォルダの場合、比較エディターの他に同期化ビューが表示されます。ファイルの場合、比較エディター
が表示されます。比較エディターでラベルを選択すると、エディターが自動的に更新され、ローカルコピー
とラベル付きコピーとの違いが反映されます。

関連トピック

リビジョンを比較する (197 ページ)
リビジョンを比較する (197 ページ)
ローカルファイルをチップリビジョンと比較する (198 ページ)
別のビューと比較する (199 ページ)
日付別に比較する (199 ページ)
ローカルファイルをリビジョンと比較する (200 ページ)
ファイルまたはフォルダのプロパティーを比較する (200 ページ)

別のビューと比較する
1. いずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダまたはファイルを選択します。
2. アイテムを右クリックし、比較 ➤ビューを選択します。
3. 適切なビューを選択し、OKをクリックします。

ファイルの場合、比較エディターが開き、ローカルファイルとリモートファイルの違いが表示されます。
フォルダの場合、同期化ビューが開きます。

関連トピック

リビジョンを比較する (197 ページ)
リビジョンを比較する (197 ページ)
ローカルファイルをチップリビジョンと比較する (198 ページ)
ラベルと比較する (199 ページ)
日付別に比較する (199 ページ)
ローカルファイルをリビジョンと比較する (200 ページ)
ファイルまたはフォルダのプロパティーを比較する (200 ページ)

日付別に比較する
1. いずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダまたはファイルを選択します。
2. アイテムを右クリックし、比較 ➤日付を選択します。
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3. 目的の日時を選択します。
4. OKをクリックします。

ファイルの場合、比較エディターが開き、ローカルファイルとリモートファイルの違いが表示されます。
フォルダの場合、同期化ビューが開きます。

関連トピック

リビジョンを比較する (197 ページ)
リビジョンを比較する (197 ページ)
ローカルファイルをチップリビジョンと比較する (198 ページ)
ラベルと比較する (199 ページ)
別のビューと比較する (199 ページ)
ローカルファイルをリビジョンと比較する (200 ページ)
ファイルまたはフォルダのプロパティーを比較する (200 ページ)

ローカルファイルをリビジョンと比較する
1. いずれかの Eclipse エクスプローラーでファイルを選択します。
2. ファイルを右クリックし、比較 ➤リビジョンを選択します。

比較エディターが表示されます。利用可能なリビジョンが比較エディターの上部に表示されます。リビジョ
ンを選択すると、ローカルファイルと選択したリビジョンの差分が比較エディターの下方のセクションに
表示されます。

関連トピック

リビジョンを比較する (197 ページ)
リビジョンを比較する (197 ページ)
ローカルファイルをチップリビジョンと比較する (198 ページ)
ラベルと比較する (199 ページ)
別のビューと比較する (199 ページ)
日付別に比較する (199 ページ)
ファイルまたはフォルダのプロパティーを比較する (200 ページ)

ファイルまたはフォルダのプロパティーを比較する
1. いずれかの Eclipse エクスプローラーで 2 つのファイルまたは 2 つのフォルダを選択します。
2. 選択したアイテムのいずれかを右クリックし、比較 ➤プロパティーの比較を選択します。
プロパティーの比較情報ダイアログボックスが表示されます。デフォルトでは、異なるプロパティーは
青色のテキストで表示されます。

3. 閉じるをクリックします。
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関連トピック

リビジョンを比較する (197 ページ)
リビジョンを比較する (197 ページ)
ローカルファイルをチップリビジョンと比較する (198 ページ)
ラベルと比較する (199 ページ)
別のビューと比較する (199 ページ)
日付別に比較する (199 ページ)
ローカルファイルをリビジョンと比較する (200 ページ)

フォルダをロールバックする
1. Server Explorer、または変更するタスクを含む Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
2. StarTeamパースペクティブまたはビューを開き、StarTeam➤フォルダー➤詳細➤動作を選択しま
す。
別の方法1：Server Explorerからフォルダを選択する場合、右クリックし、コンテキストメニューから
詳細 ➤動作を選択します。別の方法 2：Eclipse エクスプローラーから選択する場合は、右クリックし
てチーム ➤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、作成日時に基づいて新し
いものから順に一覧表示されています。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。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)

フォルダの構成を変更する
1. Server Explorer、または変更するタスクを含む Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
2. 次のいずれかの方法でアイテムの動作ダイアログボックスを開きます。
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サーバー・エクスプローラーを使用している場合、フォルダを右クリックし、詳細 ➤動作を選択し
ます。

•

• Eclipse エクスプローラーを使用している場合、フォルダを右クリックし、チーム ➤詳細 ➤動作を
選択します。

3. 変更タブで変更時に分岐を選択します。
これはアイテムの主分岐では利用できません。

4. 構成タブで、次のいずれかを選択します。

• 現在の構成ラジオボタン：すべてのリビジョンを現在の構成にします。
• ラベル付きの構成ラジオボタン：特定のラベルを対象とします。
• プロモーション状態の構成ラジオボタン：特定のプロモーション状態を対象とします。
• 日時を指定した構成 <日付>ラジオボタン：特定の日付を対象とします。

5. 選択対象の配下のアイテムすべてに同じ構成設定を適用するにはフォルダ・ツリー全体に適用チェック
ボックスをオンにします。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
ファイル (75 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)

作業フォルダを作成する
注: デフォルト作業フォルダは、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。

1. いずれかの Eclipse エクスプローラーで、不足しているフォルダを選択します。

注: 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は存在しない
フォルダは、フォルダが見つからないことを示すアイコンでServer Explorerに表示されます。

2. フォルダを右クリックして、チーム ➤作業フォルダーの作成をクリックします。
作業フォルダが作成されたら、そこにファイルをコピーまたは作成して、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。
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関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
デフォルト作業フォルダと代替作業フォルダ (74 ページ)
ビュー (22 ページ)
フォルダを削除する (203 ページ)

リンクのプロパティーをカスタマイズする
1. リンクビューのツールバーで選択にリンクをクリックします。
2. いずれかの StarTeamビュー、Server Explorer、または Eclipse エクスプローラーで、フォルダまたは
別のアイテムにリンクしているアイテムを選択します。
リンクビューに、選択したアイテムのすべてのリンクが表示されます。

3. リンクビューでリンクを右クリックし、プロパティーを選択します。
プロパティーダイアログボックスが表示されます。

4. リンクノードを選択し、特定のリンクプロパティーを表示または変更します。
5. OKをクリックします。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
アイテムをリンクおよびリンク解除する (298 ページ)
リンクアイテムのプロパティーをカスタマイズする (299 ページ)
[リンク] ビュー (36 ページ)
リンク：内部および外部 (147 ページ)
プロジェクトのプロパティー (361 ページ)

フォルダを削除する
1. Server Explorerを起動します。
2. プロジェクトビューで削除するフォルダを選択します。
3. 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。

4. OKをクリックします。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
ファイル (75 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
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場所の参照を表示する
1. [参照] ビューを開きます。
2. 選択にリンクをクリックします。
3. 次のいずれかを行います。

• Server Explorerまたはいずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。

• いずれかの StarTeam ビューからアイテムを選択します。

[参照] ビューが自動的に更新され、選択したフォルダまたはアイテムのすべての参照が表示されます。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
[参照] ビュー (37 ページ)
参照 (132 ページ)

アイテムのプロパティーを電子メールで送信する
各アイテムについて送信される情報には、ビュー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ー（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、プロパティーのみを送信できます。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。このため、メッセージを受信するには、電子メールの宛先に自分自身を追加してくだ
さい。

注: ビューでフィルターを選択してアイテムを電子メールで送信する場合、フィルターで表示されてい
るフィールドのみが受信者に送信されます。

1. 次のいずれかを行います。

• いずれかの Eclipse エクスプローラーでファイルまたはフォルダを右クリックし、コンテキストメ
ニューからチーム ➤宛先を選択します。

• いずれかの StarTeam ビューを開き、コンテキストメニューから宛先を選択します。

宛先ダイアログボックスが表示されます。
2. 宛先または CCをクリックして、電子メールの受信者を選択します。
3. チームメンバの名前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ます。
4. OKをクリックします。
5. 件名を入力します。
6. 省略可能：電子メールのコピーを自分で受信する場合は、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。

7. 省略可能：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。

204 | 手順



8. 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。
9. OKをクリックして、メッセージを送信します。

注: 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。
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。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
ファイル (75 ページ)
フォルダとパス (71 ページ)

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、StarTeam 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）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。作業フォルダにはいくつかの
.bakファイルが含まれる場合がありますが、それらをリポジトリにチェックイン（またはチェックアウト）
する必要はありません。そのため、それらのファイルをプロジェクトビューから除外する必要があります。
除外リストを親フォルダから継承することもできます。

1. 次のいずれかを行います。

• StarTeam パースペクティブまたはビューを開いた状態で、メインメニューから StarTeam ➤フォ
ルダー ➤プロパティーを選択します。

• サーバー・エクスプローラー、Navigator、またはPackageExplorerで、目的のフォルダを右クリッ
クし、プロパティーを選択します。

プロパティーダイアログボックスが表示されます。
2. その結果表示されたダイアログボックスで、次のいずれかを実行します。

• Navigator または Package Explorer から開いた場合、StarTeam プロバイダーを展開し、フォル
ダーを選択します。

• StarTeam メインメニューまたは Server Explorerから開いた場合、フォルダーを選択します。

3. 除外タブを選択します。

注: 除外タブでの設定は、既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。

4. 次のいずれかを選択します。
説明オプション

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

継承した除外リストとローカル除
外リストを使用する
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説明オプション

トテキストボックスにまだファイルが指定されていない場合は、
入力します。

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まだファ
イルが指定されていない場合は、入力します。

ローカル除外リストを使用する

すべてのファイルを含めます。除外リストを使用しない

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指定の一部として使用する場合、指定を二重引用符で囲みます。
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、フォルダー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。

関連トピック

プロジェクトで作業する (157 ページ)
フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)
ファイル (75 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
個人的オプション (150 ページ)
ファイル (75 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)

アイテムを検索する
ビュー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。

1. Server Explorerまたはいずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
2. 変更要求、要件、タスク、またはトピックビューを開きます。
3. Ctrl+Fを押します。
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. ビューを上から下に検索するには前方へ検索を、ビューを下から上に検索するには後方へ検索を選択
します。
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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、ビューの先頭のア
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。

注: Ctrl+Fを押すと、検索が開始されます。 F3を押すと、検索テキストに一致する次のアイテムが検
索され、Shift+F3を押すと、検索テキストに一致する前のアイテムが検索されます。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
変更要求で作業する (245 ページ)
要件で作業する (260 ページ)
タスクで作業する (268 ページ)
トピックで作業する (278 ページ)

フォルダーおよびファイルを非表示にする
1. Server Explorer、または変更するタスクを含む Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
2. メインメニューから StarTeam ➤フォルダー ➤プロパティーを選択します。
別の方法：Server Explorerまたはいずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダを右クリックし、プ
ロパティーを選択します。

注: いずれかの Eclipse エクスプローラーからプロパティーダイアログボックスを開いた場合、
StarTeam プロバイダーを展開し、プロパティーダイアログボックスでフォルダーを選択しま
す。

プロパティーダイアログボックスが表示されます。
3. プロパティー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
およびその内部のファイルを非表示にします。

4. OKをクリックしてダイアログボックスを閉じ、フォルダーのプロパティーを保存します。

注: フォルダを再び表示するには、プロパティー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。
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関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
フォルダとパス (71 ページ)
ファイル (75 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)

アイテムを強調表示する
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。

ヒント: フラグ付けされたアイテムを表示するには、StarTeam ビューをリスト形式で表示する必要が
あります。タスク、トピック、または要件ビューで、リストで表示をクリックします。

1. いずれかの Eclipse エクスプローラー、または StarTeamの変更要求、要件、タスク、トピックのいず
れかのビューでアイテムを選択します。

2. 次のいずれかを行います。

• いずれかの Eclipse エクスプローラーでアイテムを選択する場合、アイテムを右クリックし、コンテ
キストメニューからチーム ➤フラグを選択します。

• StarTeam の変更要求、要件、タスク、またはトピックのいずれかのタブからアイテムを選択する
場合は、アイテムを右クリックし、フラグを選択します。

3. 変更要求、要件、タスク、またはトピックビューでフラグ付けされたアイテムを確認する場合は、ビュー
のフィルターリストボックスをクリックし、Flagged Itemsを選択します。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)

内部および外部からアイテムをリンクする
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することも、異なるサーバー構成上に配置さ
れている 2 つのアイテム間で外部的にリンクする（外部リンクと呼ぶ）ことも可能です。

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。
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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
うために、コンテキストメニュー、またはツールバーのリンクボタンを使用してリンクを作成できます。

注: 異なるサーバー構成上にあるアイテム間の外部リンクを作成するときには、外部リンクの作成や確
認ができるように、両方のサーバー構成が Eclipse で開かれている必要があります。

1. StarTeam パースペクティブを開きます。異なる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、両方のサーバー構成およびパースペクティブを開きます。

2. Server Explorerまたはいずれかの Eclipse エクスプローラーでファイルやフォルダを選択するか、ある
いは StarTeam の変更要求、要件、タスク、トピックのいずれかのビューでアイテムを選択します。

3. メインツールバーでリンクの作成/完了をクリックします。
4. 次のものを選択してリンクを完了します。

• 1 つのフォルダ
• （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

すべてのアイテムの場所を見つけるために、別の StarTeam ビューに切り替えたり、変更要求、要件、
タスク、およびトピックビューのツールバーにあるすべての子孫ボタンを使用することが必要になる
ことがあります。

5. リンクを完了するには、メインツールバーで再度リンクの作成/完了をクリックします。

リンクは、どちらの終端を選択しても表示できます。選択する終端の一方は、フォルダであるかアイテムで
あるかにかかわらずソースと呼ばれます。リンクのもう一方の終端はターゲットと呼ばれ、リンクビューの
アイテムのタイプ列に一覧表示されます。

ヒント: リンクの作成完了前であれば、Escを押してリンクの作成を途中で中止できます。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
アイテムをリンクおよびリンク解除する (298 ページ)
リンク：内部および外部 (147 ページ)
リンク：内部および外部 (147 ページ)

アイテムをロックおよびロック解除する
ファイル内容の変更や、アイテムプロパティーの編集を行う前に、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。
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1. 1 つまたは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またはロック解除ボタンをクリックします。

選択し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。

コンテキストメニューを使用してアイテムをロックするには：

1. 適切なビューを開いて、フォルダ、ファイル、変更要求、タスク、トピック、または要件を選択します。
2. 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。

注: Navigator または Package Explorer でファイルのロックを設定する場合は、チーム➤ロック/
ロック解除を選択します。

3. 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：選択したアイテムに対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）。

4. 省略可能：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。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)
ファイル (75 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)

アイテムを既読/未読としてマーク付けする
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な場合があります。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。

1. 変更要求、要件、タスク、またはトピックビューを開きます。
2. 未読または既読にするビューのアイテムを 1 つまたは複数選択します。
3. 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。
アイテムが指定し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。
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関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
変更要求で作業する (245 ページ)
要件で作業する (260 ページ)
タスクで作業する (268 ページ)
トピックで作業する (278 ページ)
変更要求で作業する (245 ページ)
トピックで作業する (278 ページ)
タスクで作業する (268 ページ)
要件で作業する (260 ページ)

フォルダを移動する
ラベルはビュー間で移動できません。

注: フォルダを移動すると、フォルダ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。

1. Server Explorerを起動します。
2. 移動するフォルダまたはファイルの場所に移動します。
3. 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ファイルをドラッグします。
この変更を行うかどうかを確認するダイアログボックスが表示されます。

ヒント: 必要に応じて、このダイアログボックスを使用して作業フォルダやファイルを移動できま
す。このオプションは自動的にオンになります。作業フォルダやファイルを移動しない場合は、この
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。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)

アイテムを移動する
ラベルはビュー間で移動できません。

注: アイテムを移動すると、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、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。
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1. サーバー・エクスプローラーを開きます。
2. 移動するアイテムを含むプロジェクト、ビュー、およびフォルダの場所に移動します。
3. アイテムが存在するビューを開き、ビューのツールバーで選択にリンクをクリックします。
4. 移動するアイテムを選択します。

ヒント: ビューでアイテムが見つからない場合は、ビューのツールバーですべての子孫をクリック
します。

5. アイテムを適切なアイテムビューから目的のプロジェクト、ビュー、およびフォルダにドラッグします。
同じサーバー構成にあるプロジェクト間でアイテムを移動できます。

重要: MS 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。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)

ローカルフォルダを開く
StarTeam クライアント内からファイルブラウザでローカルフォルダを開いて、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。

1. Server Explorerまたはいずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダを 2 つまで選択します。
2. 次のいずれかを行います。

• Server Explorerで、ローカルフォルダーを開くを選択します。
• いずれかの Eclipse エクスプローラーから、チーム ➤ローカルフォルダーを開くを選択します。

Windowsシステムの場合、選択したフォルダに対応するディスク上のそれぞれの場所に対してWindows
のエクスプローラインスタンスが開かれます。これは、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）すべてのフォルダに適用されます。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
ファイル (75 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)
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ファイル名を変更する
注: 名前を変更する前の構成までビューやアイテムをロールバックしても、古い名前は復元されませ
ん。このことにより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、ファイルの古い名前を使用しているために失敗することがあります。

1. 名前を変更するファイルを選択します。
2. ファイルを右クリックし、プロパティーを選択します。
プロパティーダイアログボックスが表示されます。いずれかの Eclipse エクスプローラーからプロパ
ティーダイアログボックスを開いた場合は、StarTeam プロバイダーを展開します。

3. ファイルノードを選択します。
4. プロパティーダイアログボックスの全般タブをクリックします。
5. 名前を変更します。
6. OKをクリックします。

ファイルの名前が、StarTeam リポジトリと作業フォルダの両方で変更されます。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
ファイル (75 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)

ファイルおよびフォルダを置き換える
ファイルとフォルダを StarTeam リポジトリ内の他のバージョンと置き換える方法について説明します。

関連トピック

入門の手順 (39 ページ)
フォルダまたはファイルをロールバックする (241 ページ)
特定のビュー構成のフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
特定のラベルのフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
フォルダ/ファイルを特定の日付にロールバックする (243 ページ)
フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
フォルダまたはファイルをロールバックする (241 ページ)
特定のビュー構成のフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
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特定のラベルのフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
フォルダ/ファイルを特定の日付にロールバックする (243 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)
フォルダまたはファイルをロールバックする (241 ページ)
特定のビュー構成のフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
特定のラベルのフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
フォルダ/ファイルを特定の日付にロールバックする (243 ページ)
アイテムのプロパティーを表示または変更する (264 ページ)
前のファイルリビジョンを表示する (245 ページ)
ファイル (75 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)
アイテムのプロパティーを表示または変更する (264 ページ)
前のファイルリビジョンを表示する (245 ページ)

フォルダまたはファイルをロールバックする
1. いずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダまたはファイルを選択します。
2. ファイルを右クリックし、置換 ➤ StarTeam から最新リビジョンを選択します。

関連トピック

ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)
ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)
特定のビュー構成のフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
特定のラベルのフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
フォルダ/ファイルを特定の日付にロールバックする (243 ページ)
ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)
ファイル (75 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)

特定のビュー構成のフォルダ/ファイルを置き換える
1. いずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダまたはファイルを選択します。
2. ファイルを右クリックし、置換 ➤ビューを選択します。
3. その結果表示されたダイアログボックスで、StarTeam ビューを選択します。
4. OKをクリックします。
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関連トピック

ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)
ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)
フォルダまたはファイルをロールバックする (241 ページ)
特定のラベルのフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
フォルダ/ファイルを特定の日付にロールバックする (243 ページ)
ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)

特定のラベルのフォルダ/ファイルを置き換える
1. いずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダまたはファイルを選択します。
2. ファイルを右クリックし、置換 ➤ラベルを選択します。
3. その結果表示されたダイアログボックスで、目的のラベル付き構成を選択します。
4. OKをクリックします。

関連トピック

ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)
ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)
フォルダまたはファイルをロールバックする (241 ページ)
特定のビュー構成のフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
フォルダ/ファイルを特定の日付にロールバックする (243 ページ)
ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)

フォルダ/ファイルを特定の日付にロールバックする
1. いずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダまたはファイルを選択します。
2. ファイルを右クリックし、置換 ➤日付を選択します。
3. ロールバック先の日付および（必要に応じて）時刻を選択します。
4. time オプションを含める場合は、時刻がローカルか UTC かを指定します。
5. OKをクリックします。

関連トピック

ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)
ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)
フォルダまたはファイルをロールバックする (241 ページ)
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特定のビュー構成のフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
特定のラベルのフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)

プロジェクトを検索する
1. StarTeam パースペクティブまたはビューを開きます。
2. StarTeam アイテムの検索をクリックします。
別の方法：メニューから検索 ➤検索を選択します。
検索ダイアログボックスが表示されます。

3. StarTeam 検索タブを選択します。
4. 検索するテキストを正規表現テキストボックスに入力します。
5. ダイアログボックスの検索場所領域で、検索先にする目的のサーバー、プロジェクト、ビュー、または
フォルダを選択します。

6. タイプドロップダウンリストを使用して、特定の StarTeam アイテムタイプおよびプロパティーに絞
り込みます。
ドロップダウンリストからファイルを選択し、検索対象オプションからコメントプロパティーを選択
して、ファイルに含まれるコメントのみを検索します。

7. 検索対象オプションから、次のいずれかを選択します。

• すべてのプロパティー：検索ですべてのアイテムプロパティーが返されます。指定した正規表現にい
ずれかのアイテムプロパティーの値の文字列表現が一致すると、アイテムが受け入れられます。

• 現在のフィルターによるすべてのプロパティー：選択したタイプに適用できる、現在のフィルター内
のプロパティーのみが検索対象になります。

注: 現在のフィルターによるすべてのプロパティーが選択されているときにこのプロパティー
リストボックスを開くと、これらのプロパティーのリストを確認できます。

• このプロパティーを選択して、処理する単一のプロパティーを指定します。

8. オプションから次の操作が可能です。

• 大文字と小文字を区別するチェックボックスをオンにすると、正規表現テキストボックスへの入力
に対して大文字と小文字の区別も一致するアイテムのみが検索で返されます。

• 再帰的チェックボックスをオンにすると、検索対象から選択したアイテムの配下にあるすべてのフォ
ルダで、一致するものが検索されます。

9. 検索をクリックします。

結果が検索ビューおよび StarTeam 検索結果タブに表示されます。
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関連トピック

プロジェクトで作業する (157 ページ)
フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
[検索結果] ビュー (38 ページ)
ツールバーボタン (326 ページ)
[検索結果] ビュー (38 ページ)
ツールバーボタン (326 ページ)

データをソートおよび分類する
1. 変更要求、要件、タスク、トピック、または監査ビューを開きます。
2. フィルター ➤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、そこに 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。最初のグループボックスでは、
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。

3. 省略可能：最初の基準および次の基準リストボックスにすべての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します。

4. 最初の基準リストボックス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、フィールドをビュー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。

5. 昇順または降順オプションボタンをクリックします。
デフォルト設定は昇順です。

6. 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。

7. 省略可能：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。
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a) 列挙型およびユーザー ID ファイルを内部の順序または内部キーでソートするには、内部のキーまた
は順序でを選択します。

b) 列挙型フィールドおよびユーザー ID フィールドを、フィールドが取り得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。

c) 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。

8. 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。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)

追加フィールドを表示する
1. 変更要求、要件、タスク、トピック、または監査ビューを開きます。
2. フィルター ➤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ボックスには、列見出しとして表示可能な、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、ビューに現
在表示されているすべてのフィールドが表示されます。
フィールドの表示ダイアログボックスが表示され、2 つのリストが表示されます。

3. 以下のうち必要なすべての操作を行います。
説明オプション

利用可能なフィールドリストから、列見出しとして表示するフィー
ルドを選択し、追加をクリックします。

追加フィールドを表示する

以下のフィールドをこの順序で表示リストボックスから削除する
フィールドを選択し、削除をクリックします。

フィールドを表示しない

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
ルド名を目的の場所にドラッグします。

フィールドの順序を変更する

4. OKをクリックします。

注: 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。利用可能なすべてのフィールドから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。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
データをフィルタリングする (315 ページ)
データをクエリーする (309 ページ)
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アイテムのプロパティーを表示または変更する
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、代替プロパティーエディター（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ーを変更するたび
に、そのアイテムの新しいリビジョンが作成されます。プロパティーを変更する場合は、プロパティーダイ
アログボックスにある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すること
をお勧めします。

1. StarTeam または Eclipseビューで、アイテムを選択します。
2. 次のいずれかを行います。

• アイテムを選択してダブルクリックします。
• フォルダまたはアイテムを右クリックし、コンテキストメニューからプロパティーを選択します。

注: いずれかの Eclipse エクスプローラーからプロパティーダイアログボックスを開いた場合、ダ
イアログボックスの StarTeam プロバイダーを展開し、使用可能な StarTeam プロパティーを表
示します。StarTeam ビュー内またはServer Explorerからプロパティーダイアログボックスを開
く場合は、この操作は不要です。

3. 対応するプロパティーダイアログボックスで、任意のプロパティーフィールドを変更します。
4. OKをクリックします。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)
変更要求で作業する (245 ページ)
要件で作業する (260 ページ)
ファイル (75 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)
変更要求プロパティー (376 ページ)
ファイルプロパティー (373 ページ)
フォルダプロパティー (369 ページ)
要件プロパティー (379 ページ)
タスクのプロパティー (382 ページ)
トピックプロパティー (385 ページ)
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プロパティーを比較する
1. ファイルおよびフォルダの場合は、Server Explorerまたはいずれかの Eclipse エクスプローラーを開き
ます。
その他のアイテムタイプの場合は、変更要求、要件、タスク、またはトピックビューを開きます。

2. 開いたビューで、2 つのアイテムを選択します。
2 つ目のアイテムを選択するには、Ctrlを押しながらクリックします。

3. いずれかの Eclipse エクスプローラーで選択したファイルおよびフォルダの場合は、右クリックして比
較 ➤プロパティーの比較を選択します。
Server Explorer内またはいずれかのアイテム（変更要求、タスク、トピックなど）内で選択したアイテ
ムの場合は、右クリックしてプロパティーの比較を選択します。
プロパティーの比較ダイアログボックスが表示されます。

4. 対応完了をクリックします。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
ファイル (75 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)
プロジェクトで作業する (157 ページ)

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わかってい
る場合に時間を節約できる便利な方法です。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。

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。

1. StarTeam パースペクティブでプロジェクトを開きます。
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。

220 | 手順



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
プンされているビューのリストから選択します。

• 右クリックしてアクティブ処理アイテムに設定➤ビューの選択...を選択してダイアログボックスを
開き、サーバ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、ファイルを追加またはチェックインするときに、デフォルトで選択さ
れます。ただし、ファイルを追加またはチェックインするときに、このデフォルトより優先する適切な別の
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ファイルの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。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)
処理アイテム (115 ページ)
処理リンク (121 ページ)
拡張処理リンクと処理タスク (128 ページ)
拡張処理リンクを有効にする (307 ページ)
処理タスクを別のタスクから抽出する (308 ページ)
プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)

アイテムを選択する
1. 変更要求、要件、タスク、またはトピックビューを開きます。
2. 対応するビューのツールバーでリストボックスをクリックし、次のいずれかを選択します。

• 選択 ➤すべて選択：ビューに表示されているアイテムすべてが選択されます。
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注: このメニューコマンドは、監査ビューにもあります。

• 選択 ➤クエリーで：クエリーの選択ダイアログボックスが表示され、目的のクエリーを選択して
ビューの表示に適用できます。

• 選択 ➤ラベルで：ラベルの選択ダイアログボックスが表示され、ビューに表示するアイテムのラベ
ルを指定できます。

3. ServerExplorerでアイテムを選択するには、アイテムを選択して右クリックし、チーム➤サーバー・エ
クスプローラーで表示を選択します。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)

アイテムをコピーする
サーバーからアイテムをコピーして、別のサーバーに貼り付けできます。これには、フォルダおよびファイ
ルは含まれません。StarTeam アイテムを、あるサーバーから別のサーバーにコピーするには：

1. 一方のサーバーでソースビューを開き、別のサーバーでターゲットビューを開きます。
2. ソースビューで、コピーするアイテムの場所に移動します。
3. アイテムを右クリックし、チーム ➤コピーを選択します。
4. アイテムの貼り付け先にする別のサーバーのターゲットビューに移動します。
5. ビュー内を右クリックし、チーム ➤貼り付けを選択します。
コピー元アイテムと同じ値を使用して、新しいアイテムが選択したサーバーに作成されます。貼り付け
操作を選択すると、2 つのアイテム間に外部リンクも作成するかどうかを尋ねる確認ダイアログボック
スが表示されます。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)

ファイルで作業する
ここでは、ファイルの管理に関連する手順のリストを示します。

関連トピック

手順 (157 ページ)
ファイルをチェックインする (223 ページ)
ファイルをチェックアウトする (225 ページ)
オプションを指定してファイルをチェックアウトする (226 ページ)
既存のフォルダをチェックアウトする (227 ページ)
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バッチでファイルをチェックアウトする (229 ページ)
ファイルを比較およびマージする (230 ページ)
FCM を代替の比較/マージツールとして指定する (231 ページ)
リソースの変更ステータスを変換する (231 ページ)
チェックインコメントを編集する (232 ページ)
同時ファイル編集を有効にする (232 ページ)
テキストエディターでクイック差分を有効にする (233 ページ)
ファイルおよびフォルダを除外する (233 ページ)
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 (300 ページ)
キーワード展開を使用してチェックアウトを強制する (235 ページ)
アイテムをロックおよびロック解除する (236 ページ)
EOL 変換モードを変更する (237 ページ)
ファイルのプロパティーを変更する (237 ページ)
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 (238 ページ)
Cache Agent を使ってチェックアウトの統計情報を監視する (239 ページ)
ローカルフォルダを開く (240 ページ)
ファイルを開く (240 ページ)
ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)
UNIX のファイル実行可能ビットを設定する (243 ページ)
注釈を表示する (244 ページ)
アイテムのプロパティーを表示または変更する (264 ページ)
前のファイルリビジョンを表示する (245 ページ)

ファイルをチェックインする
次のようにファイルをチェックインできます。

• StarTeam 固有のツールバーボタン StarTeam Server に発信変更を戻すを使用して、任意のチェッ
クインオプションを設定するためのダイアログボックスを開くことなくチェックインする。

• チーム➤チェックインコマンドを使用してチェックインダイアログボックスを開き、ロックステータ
スなどの特定のチェックインオプションを設定する。

注: 他のStarTeamクライアントとは異なり、StarTeamEclipseClientには、新しいファイル（ステー
タスが [ビュー外] のファイル）をバージョン管理下に置くための特別なファイルの追加ダイアログは
ありません。バージョン管理下で変更されたファイルおよび新しいファイルに対しても、同じチェック
インダイアログボックスを使用します。

1. いずれかのEclipse エクスプローラー、またはチームコンテキストメニューが表示される任意のビュー
から、チーム ➤チェックインを選択します。
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チェックインダイアログボックスが表示されます。
2. チェックインコメントを入力します。
メインのコメントテキスト領域の下にあるリストボックスで、以前のチェックインコメントからコメン
トを選択できます。

3. 省略可能：強制的にチェックインチェックボックスをオンにし、StarTeam内のチップリビジョンを上
書きします。

4. 省略可能：チェックインの統計情報を表示チェックボックスをオンにします。
チェックインの統計情報を表示すると、特定のチェックイン操作で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。チェックイン操作が完了する
と、チェックインの統計情報ダイアログボックスが表示され、所要時間、ファイルの総数、総バイト
数、いずれかのファイルの操作がスキップされたかどうか、または失敗したかどうかが表示されます。

5. ロックステータスを展開し、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：チェックイン後にファイルのロックを解除します。
• 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示します。
• 非排他的：自分がファイルに対して作業しており、変更を加える可能性があることを示します。
• 現在の状態を維持：現在のロックステータスを保持します。

6. 省略可能：チェックインダイアログボックスで、次のオプションを選択します。

• 選択したファイルを作業フォルダから削除する場合は、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。

• 処理アイテムを展開します（処理ルールが適用されている場合に必須）。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。

選択をクリックすると、処理アイテムの選択ダイアログが表示され、現在のビューで利用可能なアイ
テムが表示されます。このダイアログボックス内の利用可能な処理アイテムのリストをフィルタでき
ます。また、ツリーを使用して、別のプロジェクトやビューにある処理アイテムも参照できます。

• アクティブ処理アイテムに対する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。

• ラベルを展開し、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。

そのラベルが使用中の場合は、ラベルが前のリビジョンにすでに割り当てられている場合は、ラベル
を移動するチェックボックスをオンにします。

• 詳細を展開します。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
プロパティー] ダイアログボックスの EOL 設定によって決まります。さらに、ファイルタイプを
ASCII、バイナリ、Unicode から選択します。

ファイルのエンコードドロップダウンリストから選択します。デフォルト設定は、Preferencesダ
イアログボックスの EOL 設定によって決まります。

• 変更要求を展開し、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。

7. ダイアログボックスの下部に変更領域があります。任意で次の操作を実行できます。
• 各種のツールバーボタンを選択して、フラット、ツリー、または圧縮フォルダビューを表示します。
• 追加のみを選択し、[ビュー外] のファイル（追加するファイル）を表示します。
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• 変更のみを選択し、変更されたファイルのみを表示します。
• 説明の編集をクリックし、チェックインされたアイテムのメインの説明を編集します。
• ファイルを選択（複数選択可）し、コメントの編集をクリックして、チェックインコメントを個別に
編集するか空白のままにします。

• ファイルを選択（複数選択可）し、コメントの削除をクリックして、チェックインされたアイテムに
関連付けられたコメントを削除します。

• ファイルを選択し、リビジョンと比較をクリックして、チェックインするファイルをリポジトリ内の
チップリビジョンと比較します。

ヒント:このダイアログボックスには個人用ファイル・オプションの構成リンクもあり、チェッ
クインを完了する前にファイルオプションを迅速に変更できます。

8. OKをクリックします。

関連トピック

ファイルで作業する (222 ページ)
マッピングオプション (341 ページ)
ファイルをチェックアウトする (225 ページ)
ファイル (75 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
プロジェクトで作業する (157 ページ)
プロバイダのプロパティー (362 ページ)
ファイルプロパティー (373 ページ)

ファイルをチェックアウトする
1. いずれかのEclipse エクスプローラー、またはチームコンテキストメニューを表示する任意のビューか
ら、チェックアウトするファイルを選択します。

2. そのコンテキストメニューから、チーム ➤チェックアウトまたはチーム ➤強制チェックアウトを選
択します。

注: 作業フォルダ内の同名ファイルの方が新しくてもすべて上書きする場合は、[強制チェックアウ
ト] を選択します。

3. StarTeam ビューで、StarTeam Server から着信変更を取得をクリックします。
4. Team Synchronizing➤同期化 ➤チェックアウト/強制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表示されずに、ファイルがローカルの作業フォルダにチェックア
ウトされます。
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関連トピック

ファイルで作業する (222 ページ)
ファイルをチェックインする (223 ページ)
ファイル (75 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
プロジェクトで作業する (157 ページ)
プロバイダのプロパティー (362 ページ)
ファイルプロパティー (373 ページ)

オプションを指定してファイルをチェックアウトする
1. いずれかのEclipse エクスプローラー、またはチームコンテキストメニューを表示する任意のビューか
ら、チェックアウトするファイルを選択します。

2. そのコンテキストメニューから、チーム ➤オプションを指定して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表示されます。

3. 省略可能：次のオプションを確認します。
• 作業フォルダ内の同名ファイルの方が新しくてもすべて上書きする場合は、強制チェックアウトを選
択します。

• チェックアウトの統計情報を表示

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。チェックアウト操作が完
了すると、チェックアウトの統計情報ダイアログボックスが表示され、所要時間、ファイルの総数、総
バイト数、いずれかのファイルのチェックアウトがスキップされたかどうか、または失敗したかどうか
が表示されます。

4. 基準を展開し、チェックアウトするファイルに該当するオプションを次の中から 1 つ選択します。

• 最新リビジョン：一番新しい（チップ）リビジョン。
• ラベル：特定のファイルリビジョン。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。
• 日時を指定した構成：指定した日時にチップリビジョンであったリビジョン。日付/時刻ボタンをク
リックしてカレンダーを使用し、日時を入力するかスピンボックスを使用して日時を指定します。

5. ロックステータスを展開し、次のいずれかのロックオプションを選択します。

• ロック解除：チェックアウトするファイルはロックされず、ロックされている場合はロックが解除さ
れます。ロックされていないファイルをチェックアウトすると、作業フォルダ内でそのファイルが読
み取り専用になる可能性があることに注意してください。

注:作業ファイルの読み取り専用または読み取り/書き込みステータスを制御する、プロジェクト
プロパティーと個人用オプションがあります。

• 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示します。
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• 非排他的：自分がファイルに対して作業しており、変更を加える可能性があることを示します。
• 現在の状態を維持：現在のロックステータスを保持します。

6. 省略可能：EOL の変換を展開し、次のいずれかを選択します。

• なしまたは別のボタンを使用して、現在の EOL 変換設定を変更します。
• Windows の場合、EOL マーカは CR-LF（復帰/改行）です。
• UNIX の場合、LF（改行）です。
• Macintosh オペレーティングシステムの場合、CR（復帰）です。

このダイアログでの EOL 設定は、個人的オプションダイアログボックスのファイルページで選択した
デフォルト設定よりも優先されます。

7. 必要に応じて、詳細を展開し、リストボックスから適切なファイルのエンコードを選択して、非英語
コードページのキーワード展開をサポートします。

8. 変更領域では、必要に応じて次の操作が可能です。
変更領域ツールバーにある各種のツールバーボタンを選択して、フラット、ツリー、または圧縮フォル
ダビューを表示します。

9. ファイルを選択し、変更領域ツールバーにあるリビジョンと比較をクリックして、ローカルファイル
をリポジトリ内のチップリビジョンと比較します。

注: このダイアログボックスには [個人用ファイル・オプションの構成]リンクもあり、チェックア
ウトを完了する前にファイルオプションを迅速に変更できます。

10.OKをクリックすると、チェックアウトが完了します。

注: ツールバーの StarTeam Server から着信変更を取得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、チェックアウトダイアログボックスが自動的に表示されます。

関連トピック

ファイルで作業する (222 ページ)

既存のフォルダをチェックアウトする
1. StarTeam パースペクティブを開きます。
2. Window ➤ Open Perspective ➤ Otherを選択します。
3. リストから StarTeam クラシックまたはアクティビティーを選択して、OKをクリックします。
4. Server Explorerを開き、適切な StarTeam プロジェクト、ビュー、およびフォルダに移動します。
Server Explorerでは、チェックアウトするフォルダを複数選択できます。

注: まだサーバーにログオンしていない場合は、サーバー構成ノードを右クリックし、ログオンを
選択します。ワークベンチの下部にあるステータスバーに、ログオンしているユーザー名が反映さ
れます。

5. 右クリックし、プロジェクトとしてチェックアウトを選択します。
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チェックアウト方法ウィザードが表示されます。
6. 次のいずれかのオプションを選択します。

説明オプション

表示されるテキストボックスにプロジェクト名を入力する
かデフォルトのフォルダ名を使用し、次へをクリックしま

ワークスペースのプロジェクトとして
チェックアウト

す。ファイルのチェックアウト先の場所を選択し、次へを
クリックします。

次へをクリックし、有効なターゲットプロジェクトを選択
して、終了をクリックします。

既存のプロジェクトにチェックアウト

終了をクリックし、新規プロジェクトウィザードのステッ
プに従います。

新規プロジェクト・ウィザードを使って構
成されたプロジェクトとしてチェックアウ
ト

7. ワークスペースのプロジェクトとしてチェックアウトを選択する場合は、次のようにチェックアウトオ
プションを指定します。

• 基準を展開し、チェックアウトするファイルに該当するオプションを次の中から 1 つ選択します。

• 最新リビジョン：一番新しい（チップ）リビジョン。
• ラベル：特定の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は、作成日時
に基づいて新しいものから順に一覧表示されています。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。
• 日時を指定した構成：指定した日時にチップリビジョンであったリビジョン。日付/時刻ボタン
をクリックしてカレンダーを使用し、日時を入力するかスピンボックスを使用して日時を指定し
ます。

• ロックステータスを展開し、次のいずれかのロックオプションを選択します。

• ロック解除：チェックイン後にファイルのロックを解除します。
• 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示します。
• 非排他的：自分がファイルに対して作業しており、変更を加える可能性があることを示します。
• 現在の状態を維持：現在のロックステータスを保持します。デフォルトで選択されています。

• 省略可能：EOL の変換を展開し、次のいずれかを選択します。

• なしまたは別のボタンを使用して、現在の EOL 変換設定を変更します。
• Windows の場合、EOL マーカは CR-LF（復帰/改行）です。
• UNIX の場合、LF（改行）です。
• Macintosh オペレーティングシステムの場合、CR（復帰）です。

• 詳細を展開し、必要に応じて、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
て、非英語コードページのキーワード展開をサポートします。

8. 次へをクリックします。
マッピングオプションページが表示されます。

9. 目的の設定を選択するか、デフォルト設定をそのまま使用して、終了をクリックします。
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関連トピック

入門の手順 (39 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)
ビュー (22 ページ)
パースペクティブ (19 ページ)
マッピングオプション (341 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
パースペクティブ (19 ページ)
マッピングオプション (341 ページ)

バッチでファイルをチェックアウトする
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ます。特に、Cache Agent と組み合わせて使用する場合、bco の方が、
通常のチェックアウトよりも処理が高速です。一括チェックアウトユーティリティでは、大文字と小文字の
みが異なるフォルダ名の違いは認識されません。ファイル名における大文字小文字の違いは認識します。

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 -p "projectSpecifier"[-pwdfile "filePath"] [-autoLogon] [-is] [-rp "folderPath" | -fp
"folderPath"] [-cmp] [-dryrun] [-vb] [-useCA] [-encrypt encryptionType] [-cfgl "labelName"|
-cfgp "stateName" | -cfgd "asOfDate"] [-filter "fileStatus"] [-o] [-ro] [-ts] [-fs] [-eol on
| off | cr | lf | crlf] [-netmon] [-t] [-h | -help] [files...]

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。
次に、bco を使用して、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 フォルダからファイルをチェックアウトする例を示します。

bco -p "JMarsh:password@Orion:1024/StarDraw/StarDraw/Source Code" -is -o "*"

次に、-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の例を示
します。

bco -p "Administrator:Administrator@10.50.6.91:49201/StarDraw/WebSite" -fp D:\Test
-netmon -o "*.htm"

出力サンプル：

StarTeam BulkCheckOut Utility version 9.0.xxx Copyright (c) 2004 Borland Software
Corporation.All rights reserved.Start:(rev 100) SRVR_CMD_GET_PROJECT_LIST Time:62 millis;
Sent:42 bytes; Got:1834 bytes Start:(rev 100) SRVR_CMD_GET_PROJECT_VIEWS Time:47
millis; Sent:46 bytes; Got:186 bytes Start:(rev 100) SRVR_CMD_GET_PROJECT_VIEWS Time:15
millis; Sent:46 bytes; Got:186 bytes Start:(rev 100) SRVR_CMD_PROJECT_OPEN Time:188
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millis; Sent:70 bytes; Got:120 bytes Start:(rev 100) PROJ_CMD_GET_VIEW_PROPERTIES
Time:31 millis; Sent:42 bytes; Got:2556 bytes Start:(rev 100) PROJ_CMD_GET_FOLDERS
Time:63 millis; Sent:42 bytes; Got:1112 bytes Start:(rev 100) PROJ_CMD_GET_FOLDER_ITEMS
Time:16 millis; Sent:50 bytes; Got:40 bytes Start:(rev 100) PROJ_CMD_REFRESH_ITEMS
Time:3562 millis; Sent:122 bytes; Got:414 bytes Start:(rev 100)
SRVR_CMD_GET_PROJECT_VIEWS Time:16 millis; Sent:46 bytes; Got:186 bytes Start:(rev
100) PROJ_CMD_GET_PROJECT_PROPERTIES Time:31 millis; Sent:42 bytes; Got:4797 bytes
Start:(rev 100) FILE_CMD_CHECKOUT Time:47 millis; Sent:78 bytes; Got:108 bytes Start:(rev
100) FILE_CMD_CHECKOUT Time:31 millis; Sent:78 bytes; Got:1767 bytes Start:(rev 100)
FILE_CMD_CHECKOUT Time:31 millis; Sent:78 bytes; Got:1140 bytes Start:(rev 100)
SRVR_CMD_PROJECT_CLOSE Time:15 millis; Sent:62 bytes; Got:16 bytes Start:(rev 100)
SRVR_CMD_RELEASE_CLIENT Time:31 millis; Sent:42 bytes; Got:16 bytes

関連トピック

ファイルで作業する (222 ページ)
大量ファイルの一括チェックアウトユーティリティ (113 ページ)
一括チェックアウトユーティリティのコマンドラインオプション (485 ページ)
大量ファイルの一括チェックアウトユーティリティ (113 ページ)
StarTeam キーワード一覧 (492 ページ)

ファイルを比較およびマージする
重要: File Compare/Merge を使用してファイルを比較およびマージするには、File Compare/Merge
を代替比較/マージツールとして指定する必要があります。

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の比較およびマージに関する基本的な
上位レベルタスク（File Compare/Merge コンポーネントを開くタスク）を示します。

1. StarTeam Eclipse Client では、File Compare/Merge を 2つの方法で起動できます。次のいずれかを行
います。

• 履歴ビューで、比較する 2 つのファイルを選択します。
• [Package Explorer] ビューで、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
するか、比較する 2 つのファイルを選択します。

2. コンテキストメニューから次のいずれかを行います。

• 右クリックし、ファイル内容のマージを選択します。

• 右クリックし、次と比較➤外部比較アプリケーションでリモート・ファイルとまたは次と比較➤外
部比較アプリケーションで 2 つのファイルをを選択します。

別のビューまたはウィンドウで File Compare/Merge セッションが開かれ、各ファイルが個別の編集ペ
インに表示されます。

3. 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。
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ヒント: File Compare/Mergeツールのオンラインヘルプに、ファイルの比較およびマージのための追
加手順があります。

関連トピック

リビジョンを比較する (197 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)

FCM を代替の比較/マージツールとして指定する
StarTeamEclipse Clientをインストールするときに、Eclipse比較/マージツールがデフォルトの比較/マー
ジユーティリティとして選択されます。代わりに、File Compare/Merge を代替の比較/マージツールとし
て使用する場合は、Preferencesでこれらの設定を構成する必要があります。

注: File Compare/Merge アプリケーションをインストールするための情報については、『StarTeam
Eclipse Client リリースノート』を参照してください。

1. メインメニューからWindow ➤ Preferencesを選択します。
2. Preferencesダイアログボックスで、チーム ➤ StarTeam ➤ファイルを展開します。
3. ファイルペインで、StarTeam 比較/マージを使用を選択します。
4. 使用するアプリケーションタイプのチェックボックス（マージ・ユーティリティーと比較ユーティリ
ティー）のどちらかまたは両方をオンにします。

5. 選択した各 File Compare/Merge アプリケーションの実行可能ファイルへのパスを入力または参照しま
す。

6. オプションに、選択したアプリケーションで使用するオプションを入力します。
7. OKをクリックします。

関連トピック

ファイルで作業する (222 ページ)

リソースの変更ステータスを変換する
変更ステータスの変換はローカルの同期データにのみ影響し、元に戻すことができるので、チェックインも
チェックアウトも必要ありません。

1. Navigatorビューにあるファイルまたはフォルダを右クリックし、プロパティーを選択します。
別の方法：同期化ビューにあるファイルまたはフォルダを右クリックし、変換を選択します。

2. プロパティーを選択します。
3. StarTeam プロバイダーページで、目的の変更に該当するボタンをクリックします。
4. OKをクリックします。
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関連トピック

ファイルで作業する (222 ページ)

チェックインコメントを編集する
1. いずれかの Eclipse エクスプローラーで 1 つ以上のファイルを選択します。
2. 右クリックし、チーム ➤次のチェックインのコメント ➤編集を選択します。
コメントダイアログボックスが表示されます。

注: 以前に追加したチェックインコメントを削除するには、チーム➤次のチェックインのコメント
➤除去を選択します。

3. コメントのテキストを入力します。
4. 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。

注: また、チェックインダイアログボックスを開き、変更領域のツールバーを使用してチェックイン
コメントを編集および削除できます。

関連トピック

ファイルで作業する (222 ページ)
ファイル (75 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
プロジェクトで作業する (157 ページ)

同時ファイル編集を有効にする
注: StarTeamプロジェクトのプロパティーを決定するときに、通常は管理者が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。

1. メインメニューからWindow ➤ Preferencesを選択します。
Preferencesダイアログボックスが表示されます。

2. その結果表示されたダイアログボックスで、Team ➤ StarTeamを展開します。
3. ファイルノードを選択して、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。

4. OKをクリックします。

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、チェックボックスをオフにしてみてください。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。
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関連トピック

ファイルで作業する (222 ページ)
ファイル (75 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
プロジェクトで作業する (157 ページ)

テキストエディターでクイック差分を有効にする
1. Window ➤ Preferencesを選択します。
Preferencesダイアログボックスが表示されます。

2. General ➤ Editors ➤ Text Editorsノードを展開します。
3. Quick Diffを選択します。
4. Enable Quick Diffチェックボックスをオンにします。
5. Use this reference sourceオプションの下で、リストボックスから最新の StarTeam リビジョン
を選択します。

6. OKをクリックします。

クイック差分を有効化してテキストエディターを開くと、テキストエディターの左側の余白部に色の付い
たバーが表示され、開いたファイルと最新の StarTeam リビジョンとの差分が示されます。この余白部の
バーの上にマウスを重ねると、テキストが表示されます。

関連トピック

ファイルで作業する (222 ページ)
個人的オプション (150 ページ)
オプション (328 ページ)

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、StarTeam 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）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。作業フォルダにはいくつかの
.bakファイルが含まれる場合がありますが、それらをリポジトリにチェックイン（またはチェックアウト）
する必要はありません。そのため、それらのファイルをプロジェクトビューから除外する必要があります。
除外リストを親フォルダから継承することもできます。

1. 次のいずれかを行います。

• StarTeam パースペクティブまたはビューを開いた状態で、メインメニューから StarTeam ➤フォ
ルダー ➤プロパティーを選択します。

• サーバー・エクスプローラー、Navigator、またはPackageExplorerで、目的のフォルダを右クリッ
クし、プロパティーを選択します。
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プロパティーダイアログボックスが表示されます。
2. その結果表示されたダイアログボックスで、次のいずれかを実行します。

• Navigator または Package Explorer から開いた場合、StarTeam プロバイダーを展開し、フォル
ダーを選択します。

• StarTeam メインメニューまたは Server Explorerから開いた場合、フォルダーを選択します。

3. 除外タブを選択します。

注: 除外タブでの設定は、既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。

4. 次のいずれかを選択します。
説明オプション

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

継承した除外リストとローカル除
外リストを使用する

トテキストボックスにまだファイルが指定されていない場合は、
入力します。

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まだファ
イルが指定されていない場合は、入力します。

ローカル除外リストを使用する

すべてのファイルを含めます。除外リストを使用しない

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指定の一部として使用する場合、指定を二重引用符で囲みます。
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、フォルダー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。

関連トピック

プロジェクトで作業する (157 ページ)
フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)
ファイル (75 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
個人的オプション (150 ページ)
ファイル (75 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
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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。

1. アクティブ処理アイテムを含む変更要求、要件、またはタスクビューを開きます。
Eclipse のステータスバーを見ると、どのアイテムがアクティブ処理アイテムかわかります。
ステータスバーには、アクティブ処理アイテムアイコン、アイテムの名前の順に表示されます。

ヒント: Server Explorerでは、ビューレベルで指定されたアクティブ処理アイテムがある場合に、
アクティブ処理アイテムの情報テキストの前のビューアイコンにも反映されます。

2. リンクビューを開きます。
3. ツールバーの選択にリンクをクリックします。
4. 適切な変更要求、要件、またはタスクビューで、アクティブ処理アイテムを選択します。
[リンク] ビューに、選択したアイテムのすべてのリンクが表示されます。

5. リンクを右クリックしてリンクされたアイテムの選択を選択します。
リンクされたアイテムのターゲットを含むビューが表示されます。

関連トピック

ファイルで作業する (222 ページ)
アイテムをリンクおよびリンク解除する (298 ページ)
[リンク] ビュー (36 ページ)
リンク：内部および外部 (147 ページ)
チェックインおよびチェックアウトの関連操作 (108 ページ)

キーワード展開を使用してチェックアウトを強制する
この処理を使用すると、ローカルファイルの内容をリモートのバージョンで置き換えることができます。こ
れにより、キーワードのプロジェクト設定が変更された後で、キーワードが展開されるようにできます。

1. ワークスペースファイルを選択し、コンテキストメニューから置換 ➤リビジョンを選択します。
2. 最新リビジョンを選択します。
ファイルは変更されませんが、ファイル内のすべてのキーワード（$Header$ など）が展開されます。

手順 | 235



関連トピック

ファイルで作業する (222 ページ)

アイテムをロックおよびロック解除する
ファイル内容の変更や、アイテムプロパティーの編集を行う前に、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。

1. 1 つまたは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またはロック解除ボタンをクリックします。

選択し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。

コンテキストメニューを使用してアイテムをロックするには：

1. 適切なビューを開いて、フォルダ、ファイル、変更要求、タスク、トピック、または要件を選択します。
2. 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。

注: Navigator または Package Explorer でファイルのロックを設定する場合は、チーム➤ロック/
ロック解除を選択します。

3. 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：選択したアイテムに対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）。

4. 省略可能：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。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)
ファイル (75 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
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EOL 変換モードを変更する
StarTeam Eclipseでは、ステータスの算定およびリビジョンの照合にMD5ハッシュ値を使用します。した
がって、最後のファイルチェックインおよびチェックアウト操作で、ファイルにどの EOL 変換が使用され
ているかを知る必要があります。StarTeam Eclipseでは、ローカルで計算されたMD5ハッシュ値をリモー
トでレポートするものへと調整するために、これらの EOL 変換を記憶する必要があります。たとえば、
Cross-Platform Client と StarTeam Eclipse を並行して使用している場合、Cross-Platform Client によっ
て実行される操作ではStarTeamEclipseのEOL設定が無視されるため、不正確なステータスがレポートさ
れます。

1. Navigatorビューにあるファイルを右クリックし、プロパティーを選択します。
2. StarTeamプロバイダーページで、目的の EOL変換モード（Windows、Unix、Mac、またはなし）
を選択します。

3. 適用または OKをクリックします。

関連トピック

ファイルで作業する (222 ページ)
プロバイダのプロパティー (362 ページ)
ファイルオプション (334 ページ)

ファイルのプロパティーを変更する
1. StarTeam パースペクティブを開き、Server Explorerまたはいずれかの Eclipse エクスプローラーから
ファイルを選択します。

2. ファイルをロックします。
3. 右クリックして、プロパティーを選択します。
プロパティーダイアログボックスが表示されます。注：

注: いずれかの Eclipse エクスプローラーからプロパティーダイアログボックスを開いた場合、
StarTeam プロバイダーを展開し、ツリービューリストからファイルを選択します。

4. 全般タブでは、ファイル名や説明の変更、実行可能フラグの設定が可能です。
ファイル名を変更すると、作業ファイルの名前も変更されます。

5. 必要に応じてアーカイブタブを選択し、次の設定を変更できます。

• 圧縮設定をなし、速度を最大にする、デフォルト（スピードと圧縮率のバランスを取った設定）、ま
たは圧縮率を最大にするに変更します。

• テキストファイルを前方差分法を使用して格納する場合は、リビジョンを差分として保存チェック
ボックスをオンにします。ファイルリビジョンをそのまま格納するには、このチェックボックスをオ
フにします。

6. カスタムタブを選択します。
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会社で StarTeam のリポジトリのカスタマイズ機能を使用している場合は、管理者が追加のファイルプ
ロパティーを作成している可能性があります。
a) カスタムプロパティーを変更するには、その名前をダブルクリックします。
プロパティーの編集ダイアログボックスが表示されます。

b) プロパティー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。

7. コメントタブを選択します。
8. ファイルのプロパティーを変更した理由をテキストボックスに入力します。

関連トピック

ファイルで作業する (222 ページ)

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付く前
に、そのファイルを既に編集してしまったということがよくあります。ファイルが読み取り専用であれば、
こうした間違いが発生する可能性が低くなります。

1. 次のいずれかを行います。

• StarTeam パースペクティブまたはビューを開いた状態で、メインメニューから StarTeam ➤プロ
ジェクト ➤プロパティーを選択します。

• サーバー・エクスプローラー、Navigator、または Package Explorer で、プロジェクトを右クリッ
クし、プロパティーを選択します。

プロパティーダイアログボックスが表示されます。
2. その結果表示されたダイアログボックスで、次のいずれかを実行します。

• NavigatorまたはPackage Explorerから開いた場合、StarTeamプロバイダーを展開し、プロジェ
クトを選択します。

• StarTeam メインメニューまたはServer Explorerから開いた場合、プロジェクトを選択します。

3. オプションタブを選択します。
4. 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。
これは、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、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。
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• ファイルのチェックイン
• ファイルのチェックアウト
• ファイルのロック解除

注: この StarTeam プロジェクトプロパティーは、個人用オプション設定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よりも優先されます。このプロパティー（または、
これと同等の個人用オプション）を選択した後に変更する場合は、どのファイルも書き込み可能でない
ことを確認してから、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、それらをロック解除しま
す。

関連トピック

プロジェクトで作業する (157 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)
プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)
個人的オプション (150 ページ)
プロジェクトの概要 (92 ページ)
処理ルール (119 ページ)

CacheAgentを使ってチェックアウトの統計情報を監視す
る
時間が経つにつれ、Cache Agent から取得するファイルの数が多くなり、StarTeam Server にかかる負担
が少なくなっていきます。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。

1. StarTeam クライアントで、チェックアウトするファイルを選択します。
2. 選択ファイルを右クリックし、オプションを指定して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表示されます。

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ます。
5. OKをクリックします。
チェックアウト操作が完了すると、チェックアウトの統計情報ダイアログボックスが表示され、所要時
間、ファイルの総数、総バイト数、いずれかのファイルのチェックアウトがスキップされたかまたは失
敗したかどうかが表示されます。

6. OKをクリックします。
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関連トピック

ファイルで作業する (222 ページ)

ローカルフォルダを開く
StarTeam クライアント内からファイルブラウザでローカルフォルダを開いて、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。

1. Server Explorerまたはいずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダを 2 つまで選択します。
2. 次のいずれかを行います。

• Server Explorerで、ローカルフォルダーを開くを選択します。
• いずれかの Eclipse エクスプローラーから、チーム ➤ローカルフォルダーを開くを選択します。

Windowsシステムの場合、選択したフォルダに対応するディスク上のそれぞれの場所に対してWindows
のエクスプローラインスタンスが開かれます。これは、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）すべてのフォルダに適用されます。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
ファイル (75 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)

ファイルを開く
1. Server Explorerでファイルを選択します。
2. ファイルを右クリックし、開くを選択します。

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。Eclipse の Preferencesダイアログボックス（Window ➤

Preferences）を使用してファイルの関連付けを設定できます。

関連トピック

ファイルで作業する (222 ページ)

ファイルおよびフォルダを置き換える
ファイルとフォルダを StarTeam リポジトリ内の他のバージョンと置き換える方法について説明します。
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関連トピック

入門の手順 (39 ページ)
フォルダまたはファイルをロールバックする (241 ページ)
特定のビュー構成のフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
特定のラベルのフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
フォルダ/ファイルを特定の日付にロールバックする (243 ページ)
フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
フォルダまたはファイルをロールバックする (241 ページ)
特定のビュー構成のフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
特定のラベルのフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
フォルダ/ファイルを特定の日付にロールバックする (243 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)
フォルダまたはファイルをロールバックする (241 ページ)
特定のビュー構成のフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
特定のラベルのフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
フォルダ/ファイルを特定の日付にロールバックする (243 ページ)
アイテムのプロパティーを表示または変更する (264 ページ)
前のファイルリビジョンを表示する (245 ページ)
ファイル (75 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)
アイテムのプロパティーを表示または変更する (264 ページ)
前のファイルリビジョンを表示する (245 ページ)

フォルダまたはファイルをロールバックする
1. いずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダまたはファイルを選択します。
2. ファイルを右クリックし、置換 ➤ StarTeam から最新リビジョンを選択します。

関連トピック

ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)
ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)
特定のビュー構成のフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
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特定のラベルのフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
フォルダ/ファイルを特定の日付にロールバックする (243 ページ)
ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)
ファイル (75 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)

特定のビュー構成のフォルダ/ファイルを置き換える
1. いずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダまたはファイルを選択します。
2. ファイルを右クリックし、置換 ➤ビューを選択します。
3. その結果表示されたダイアログボックスで、StarTeam ビューを選択します。
4. OKをクリックします。

関連トピック

ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)
ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)
フォルダまたはファイルをロールバックする (241 ページ)
特定のラベルのフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
フォルダ/ファイルを特定の日付にロールバックする (243 ページ)
ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)

特定のラベルのフォルダ/ファイルを置き換える
1. いずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダまたはファイルを選択します。
2. ファイルを右クリックし、置換 ➤ラベルを選択します。
3. その結果表示されたダイアログボックスで、目的のラベル付き構成を選択します。
4. OKをクリックします。

関連トピック

ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)
ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)
フォルダまたはファイルをロールバックする (241 ページ)
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特定のビュー構成のフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
フォルダ/ファイルを特定の日付にロールバックする (243 ページ)
ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)

フォルダ/ファイルを特定の日付にロールバックする
1. いずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダまたはファイルを選択します。
2. ファイルを右クリックし、置換 ➤日付を選択します。
3. ロールバック先の日付および（必要に応じて）時刻を選択します。
4. time オプションを含める場合は、時刻がローカルか UTC かを指定します。
5. OKをクリックします。

関連トピック

ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)
ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)
フォルダまたはファイルをロールバックする (241 ページ)
特定のビュー構成のフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
特定のラベルのフォルダ/ファイルを置き換える (242 ページ)
ファイルおよびフォルダを置き換える (240 ページ)

UNIX のファイル実行可能ビットを設定する
1. Server Explorerまたはいずれかの Eclipse エクスプローラーでファイルを選択します。
2. ファイルを右クリックし、プロパティーを選択します。
プロパティーダイアログボックスが表示されます。

3. 次のいずれかを行います。

• Navigator、Package Explorer など、いずれかの Eclipse エクスプローラーから開いた場合は、
StarTeam プロバイダーを展開し、ファイルを選択します。

• Server Explorerから開いた場合、ファイルを選択します。

4. プロパティー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。

5. OKをクリックします。

関連トピック

ファイルで作業する (222 ページ)
ファイル (75 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
フォルダとパス (71 ページ)
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注釈を表示する
1. Server Explorer、Navigator、または Package Explorer で、テキストファイルを選択します。
2. Window ➤ Show View ➤注釈を選択します。
別の方法：選択したファイルを右クリックし、チーム ➤注釈を表示を選択します。
選択したファイルの内容が注釈ビューに表示され、注釈情報がビューの左側の余白部に表示されます。

3. この余白部にある情報をクリックし、特定リビジョンの詳細を表示します。

関連トピック

ファイルで作業する (222 ページ)
[注釈] ビュー (26 ページ)

アイテムのプロパティーを表示または変更する
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、代替プロパティーエディター（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ーを変更するたび
に、そのアイテムの新しいリビジョンが作成されます。プロパティーを変更する場合は、プロパティーダイ
アログボックスにある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すること
をお勧めします。

1. StarTeam または Eclipseビューで、アイテムを選択します。
2. 次のいずれかを行います。

• アイテムを選択してダブルクリックします。
• フォルダまたはアイテムを右クリックし、コンテキストメニューからプロパティーを選択します。

注: いずれかの Eclipse エクスプローラーからプロパティーダイアログボックスを開いた場合、ダ
イアログボックスの StarTeam プロバイダーを展開し、使用可能な StarTeam プロパティーを表
示します。StarTeam ビュー内またはServer Explorerからプロパティーダイアログボックスを開
く場合は、この操作は不要です。

3. 対応するプロパティーダイアログボックスで、任意のプロパティーフィールドを変更します。
4. OKをクリックします。
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関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)
変更要求で作業する (245 ページ)
要件で作業する (260 ページ)
ファイル (75 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)
変更要求プロパティー (376 ページ)
ファイルプロパティー (373 ページ)
フォルダプロパティー (369 ページ)
要件プロパティー (379 ページ)
タスクのプロパティー (382 ページ)
トピックプロパティー (385 ページ)

前のファイルリビジョンを表示する
1. [履歴] ビューを開き、選択にリンクをクリックします。
2. Server Explorerまたはいずれかの Eclipse エクスプローラーでファイルを選択します。
3. [履歴] ビューで、表示する特定のファイルリビジョンを選択します。
4. 選択したアイテムを右クリックしてリビジョンの内容を開くを選択します。
このコマンドで、リビジョンが一時ファイルにコピーされ、関連付けられたアプリケーションで表示さ
れます。

関連トピック

ファイルで作業する (222 ページ)

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。

関連トピック

手順 (157 ページ)
変更要求を作成する (246 ページ)
変更要求を編集する (249 ページ)
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変更要求を割り当てる (250 ページ)
対応開始された変更要求を解決する (251 ページ)
解決済み変更要求を検証する (252 ページ)
検証が終了した変更要求を対応完了にする (254 ページ)
アイテムを検索する (283 ページ)
リンクされた変更要求を確認する (304 ページ)
アイテムのプロパティーを表示または変更する (264 ページ)
変更要求リストで作業する (257 ページ)
アイテムを既読/未読としてマーク付けする (283 ページ)
[詳細] ビューをカスタマイズする (285 ページ)
[変更要求] ビュー (28 ページ)

変更要求を作成する
1. StarTeam パースペクティブを開き、変更要求ビューを選択します。
2. 変更要求ビューの内部を右クリックし、新規作成...を選択します。 .
別の方法：変更要求ビューの内部を右クリックし、エディターで新規を選択します。
変更要求ダイアログボックスが表示されます。

3. 変更要求ダイアログボックスまたは組み込みエディターで、次の操作を実行します。
a) 変更要求の概要情報を概要タブで定義します。
b) 変更要求を説明タブで定義します。
c) オプションで、一時的回避策を解決策タブに入力します。
d) オプションで、カスタム変更要求のプロパティーをカスタムタブに入力します。
e) オプションで、変更要求に関連するファイルを添付ファイルタブで添付します。
f) 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。

4. 終了をクリックするか、組み込みエディターを使用している場合は保存をクリックします。

これで変更要求が作成され保存されます。StarTeam によって変更要求に固有の番号が割り当てられ、変更
要求ビューに概要情報が表示されます。

注: 変更要求ビューの変更要求を右クリックし、編集を選択します。

関連トピック

変更要求で作業する (245 ページ)
変更要求の概要情報を指定する (247 ページ)
変更要求の説明を入力する (247 ページ)
変更要求の解決策を指定する (248 ページ)
変更要求用カスタムオプションを変更する (248 ページ)
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変更要求の添付ファイルを追加する (249 ページ)
変更要求のコメントを追加する (249 ページ)
変更要求 (76 ページ)
[変更要求] ビュー (28 ページ)
アイテムエディター (38 ページ)
変更要求プロパティー (376 ページ)

変更要求の概要情報を指定する
1. 概要 ➤ステータスからステータスタイプを選択します。
2. 重要度リストボックスから、重要度を選択します。
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. プラットフォームリストボックスで、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 20,000 字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
許容文字数がこれよりも短い場合があります。

7. 担当者ドロップダウンリストボックスで、この変更要求の修正を担当するチームメンバの名前を選択
します。

8. 終了をクリックして変更を保存します。

関連トピック

変更要求を作成する (246 ページ)

変更要求の説明を入力する
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、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. 省略可能：テストコマンドテキストボックスに、この変更要求のテストのパスを入力するか、または
[参照...] をクリックしてパスを選択します。

4. 適用をクリックします。
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関連トピック

変更要求を作成する (246 ページ)
変更要求 (76 ページ)
[変更要求] ビュー (28 ページ)
変更要求プロパティー (376 ページ)

変更要求の解決策を指定する
1. 解決策タブをクリックします。
2. 省略可能：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. 省略可能：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 20,000 字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文字数がこれ
よりも短い場合があります。

4. 終了をクリックして変更を保存します。

関連トピック

変更要求を作成する (246 ページ)
変更要求 (76 ページ)
[変更要求] ビュー (28 ページ)
変更要求プロパティー (376 ページ)

変更要求用カスタムオプションを変更する
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ーの名前をクリックします。
プロパティーの編集ダイアログボックスが表示されます。

3. プロパティー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. 終了をクリックします。
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関連トピック

変更要求を作成する (246 ページ)
変更要求 (76 ページ)
[変更要求] ビュー (28 ページ)
変更要求プロパティー (376 ページ)

変更要求の添付ファイルを追加する
1. カスタムタブをクリックします。
2. 追加をクリックして、変更要求にファイルを添付します。
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. 省略可能：添付ファイルをさらに追加します。
6. 終了をクリックします。

関連トピック

変更要求を作成する (246 ページ)

変更要求のコメントを追加する
1. コメントタブをクリックします。
[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入力されたコメントのみが表
示されます。つまり、変更要求を変更し、コメントを入力して、変更要求を保存すると、古いコメント
が新しいコメントで置換されます。

2. 新規リビジョンのコメントテキストボックスに、コメントを入力します。
この変更要求のプロパティーを変更してから、コメントを入力する必要があります。

3. 終了をクリックします。

関連トピック

変更要求を作成する (246 ページ)

変更要求を編集する
1. StarTeam パースペクティブを開き、変更要求ビューを選択します。
2. 変更要求をダブルクリックします。
変更要求プロパティーダイアログボックスが表示されます。

3. 別の方法：変更要求を右クリックし、編集を選択します。
Eclipse エディターに組み込まれている変更要求プロパティーエディターが開かれます。組み込みのプ
ロパティーエディターでは、同時に他のアイテムやエディターを開くことができ、他のアイテムからファ
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イルや内容を変更要求フィールドにドラッグアンドドロップできます。組み込みエディターは非モーダ
ルであるため、エディターを開いたまま他の作業を引き続き行うことができます。

4. 変更要求プロパティーに、必要な変更を加えます。
5. 変更要求プロパティーダイアログボックスで終了をクリックするか、または組み込みエディターを使
用している場合は、メインツールバーで保存をクリックします。

注: 変更要求を編集するには、変更要求ビューで変更要求を右クリックし、編集を選択します。

関連トピック

変更要求で作業する (245 ページ)
変更要求 (76 ページ)
[変更要求] ビュー (28 ページ)
アイテムエディター (38 ページ)
変更要求プロパティー (376 ページ)

変更要求を割り当てる
変更要求を割り当てるには、最初にサーバー・エクスプローラーまたはいずれかのEclipseエクスプローラー
ビューでフォルダを選択し、変更要求ビューを開く必要があります。

ヒント:

• フォルダ内のすべての変更要求を検索するには、変更要求ビューのツールバーのすべての子孫を選
択します。

• 必要に応じて、[変更要求]ビューのツールバーのフィルタードロップダウンリストに用意されてい
る事前定義フィルターを使用できます。

• ステータス列を並べ替えて、すべての [新規] 変更要求を探すこともできます。

1. 変更要求ビューのツールバーの選択にリンクをクリックします。
2. サーバー・エクスプローラーまたはいずれかのEclipseエクスプローラーで、変更要求を含むフォルダを
選択します。

3. 次のいずれかを行います。

• 変更要求をダブルクリックします。
• 変更要求を右クリックし、プロパティーを選択します。

変更要求プロパティーダイアログボックスが表示されます。
4. ステータスを選択します。

• 対応開始
• 重複
• 設計
• どおり
• 先送り
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開くを選択した場合、[担当者] は、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拡
張するのに最適なユーザーに変更されます。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。これは、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。

5. 適用をクリックします。
6. 次へまたは前へをクリックして、リスト内の別の変更要求を確認します。
7. OKをクリックします。

関連トピック

変更要求で作業する (245 ページ)
変更要求 (76 ページ)
[変更要求] ビュー (28 ページ)
アイテムエディター (38 ページ)
変更要求プロパティー (376 ページ)

対応開始された変更要求を解決する
解決が必要な変更要求を見つけるには、最初にサーバー・エクスプローラーまたはいずれかの Eclipse エク
スプローラービューでフォルダを選択し、[変更要求] ビューを表示する必要があります。

ヒント:

• フォルダ内のすべての変更要求を検索するには、すべての子孫ボタン（変更要求ビューのツール
バー上）を選択します。

• 必要に応じて、変更要求ビューのツールバーのフィルタードロップダウンリストに用意されている
定義済みのフィルターを使用できます。

• ステータス列を並べ替えて、すべての開く変更要求を探すこともできます。

1. 変更要求ビューを開きます。
2. 選択にリンクをクリックします。
3. Server ExplorerまたはいずれかのEclipseエクスプローラーで、変更要求を含むフォルダを選択します。
4. 次のいずれかを行います。

• 変更要求をダブルクリックします。
• 変更要求を右クリックし、プロパティーを選択します。

変更要求プロパティーダイアログボックスが表示されます。
5. 変更要求のステータスを、次の解決済みステータスのいずれかに変更します。

• 解決
• 記録
• 再現
• 不能
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別の方法：必要に応じて、重複または設計どおりを使用することもできます。

注: 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、そのうちのどの提案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. 適用をクリックしてから、次へまたは前へをクリックし、リスト内の別の変更要求を確認します。
7. OKをクリックしてダイアログボックスを終了します。

[解決済み] ステータスを選択すると、StarTeam では、変更要求に対して自動的に次の変更が行われます。

• 変更要求を提出した人物の名前が担当者フィールドに設定されます。この動作は、変更要求を提出した
人が将来、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が[次のビルド]に変更されます（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が、テストする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。

これらはStarTeamによって直ちに自動変更されますが、OK（または、該当する場合は適用）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。

関連トピック

変更要求で作業する (245 ページ)
変更要求 (76 ページ)
[変更要求] ビュー (28 ページ)
アイテムエディター (38 ページ)
変更要求プロパティー (376 ページ)

解決済み変更要求を検証する
変更要求を検証終了とマークするには、最初にServer Explorerまたはいずれかの Eclipseビューでフォル
ダを選択し、変更要求ビューを表示する必要があります。

ヒント:

• フォルダ内のすべての変更要求を検索するには、変更要求ビューのツールバーのすべての子孫を選
択します。

• 必要に応じて、変更要求ビューのツールバーのフィルタードロップダウンリストに用意されている
定義済みのフィルタを使用できます。

• ステータス列を並べ替えて変更要求を探すこともできます。
• 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。
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1. 変更要求ビューを開きます。
2. 選択にリンクをクリックします。
3. Server ExplorerまたはいずれかのEclipseエクスプローラーで、変更要求を含むフォルダを選択します。
4. 次のいずれかを行います。

• 変更要求をダブルクリックします。
• 変更要求を右クリックし、コンテキストメニューからプロパティーを選択します。

変更要求プロパティーダイアログボックスが表示されます。
5. 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、次のものがあります。

• 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）

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。

6. 適用をクリックします。
7. 次へまたは前へをクリックして、リスト内の別の変更要求を確認します。
8. OKをクリックしてダイアログボックスを終了します。

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る必要が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。

関連トピック

変更要求で作業する (245 ページ)
変更要求 (76 ページ)
[変更要求] ビュー (28 ページ)
アイテムエディター (38 ページ)
変更要求プロパティー (376 ページ)

手順 | 253



検証が終了した変更要求を対応完了にする
検証済み変更要求を終了するには、最初にServer Explorerまたはいずれかの Eclipseビューでフォルダを
選択し、変更要求ビューを表示する必要があります。

1. 変更要求ビューを開きます。
2. 変更要求ビューのツールバーの選択にリンクをクリックします。
3. Server ExplorerまたはいずれかのEclipseエクスプローラーで、変更要求を含むフォルダを選択します。
4. 変更要求をダブルクリックします。
変更要求プロパティーダイアログボックスが表示されます。

5. ステータスを次の対応完了ステータスタイプのいずれかに変更します。

• 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）

6. 適用をクリックします。
7. 次へまたは前へをクリックして、リスト内の別の変更要求を確認します。
8. OKをクリックします。

関連トピック

変更要求で作業する (245 ページ)
変更要求 (76 ページ)
[変更要求] ビュー (28 ページ)
アイテムエディター (38 ページ)
変更要求プロパティー (376 ページ)

アイテムを検索する
ビュー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。

1. Server Explorerまたはいずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
2. 変更要求、要件、タスク、またはトピックビューを開きます。
3. Ctrl+Fを押します。
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。
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5. ビューを上から下に検索するには前方へ検索を、ビュー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、ビューの先頭のア
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。

注: Ctrl+Fを押すと、検索が開始されます。 F3を押すと、検索テキストに一致する次のアイテムが検
索され、Shift+F3を押すと、検索テキストに一致する前のアイテムが検索されます。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
変更要求で作業する (245 ページ)
要件で作業する (260 ページ)
タスクで作業する (268 ページ)
トピックで作業する (278 ページ)

リンクされた変更要求を確認する
1. いずれかの Eclipse エクスプローラーで、変更要求にリンクされたファイルを選択します。
2. ファイルを右クリックし、チーム ➤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表示されます。

3. 変更要求セクションを展開します。
このセクションが展開され、このビューにリンクされた変更要求の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。

関連トピック

変更要求で作業する (245 ページ)
アイテムをリンクおよびリンク解除する (298 ページ)
変更要求 (76 ページ)
[変更要求] ビュー (28 ページ)
リンク：内部および外部 (147 ページ)
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アイテムのプロパティーを表示または変更する
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、代替プロパティーエディター（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ーを変更するたび
に、そのアイテムの新しいリビジョンが作成されます。プロパティーを変更する場合は、プロパティーダイ
アログボックスにある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すること
をお勧めします。

1. StarTeam または Eclipseビューで、アイテムを選択します。
2. 次のいずれかを行います。

• アイテムを選択してダブルクリックします。
• フォルダまたはアイテムを右クリックし、コンテキストメニューからプロパティーを選択します。

注: いずれかの Eclipse エクスプローラーからプロパティーダイアログボックスを開いた場合、ダ
イアログボックスの StarTeam プロバイダーを展開し、使用可能な StarTeam プロパティーを表
示します。StarTeam ビュー内またはServer Explorerからプロパティーダイアログボックスを開
く場合は、この操作は不要です。

3. 対応するプロパティーダイアログボックスで、任意のプロパティーフィールドを変更します。
4. OKをクリックします。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)
変更要求で作業する (245 ページ)
要件で作業する (260 ページ)
ファイル (75 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)
変更要求プロパティー (376 ページ)
ファイルプロパティー (373 ページ)
フォルダプロパティー (369 ページ)
要件プロパティー (379 ページ)
タスクのプロパティー (382 ページ)
トピックプロパティー (385 ページ)
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変更要求リストで作業する
変更要求は、変更要求ビューに一覧表示されます。列のデータで変更要求をソートし、定義済みのフィル
ターに基づいて表示を変更できます。

関連トピック

変更要求で作業する (245 ページ)
変更要求リストを表示する (257 ページ)
未読変更要求を表示する (257 ページ)
変更要求を移動する (258 ページ)
変更要求 (76 ページ)
[変更要求] ビュー (28 ページ)
アイテムエディター (38 ページ)
変更要求プロパティー (376 ページ)

変更要求リストを表示する
1. 変更要求ビューを開きます。
2. 選択にリンクをクリックします。
3. Server ExplorerまたはいずれかのEclipseエクスプローラーで、変更要求を含むフォルダを選択します。
選択したフォルダの変更要求のリストが変更要求ビューに表示されます。変更要求ビューには、次の基
準で変更要求が表示されます。

• Server Explorerまたは Eclipse エクスプローラーから選択されたフォルダに入っている。
• 変更要求ビューのツールバーでフィルター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。

• 変更要求ビューのツールバーで選択されている場合、すべての子孫ボタンで指定された検索深度に一
致する。

関連トピック

変更要求リストで作業する (257 ページ)

未読変更要求を表示する
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、自分が担当しているものの、まだ確認していない変更要求です。
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注: 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。

2. 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。

関連トピック

変更要求リストで作業する (257 ページ)

変更要求を移動する
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。

関連トピック

変更要求リストで作業する (257 ページ)

アイテムを既読/未読としてマーク付けする
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な場合があります。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。

1. 変更要求、要件、タスク、またはトピックビューを開きます。
2. 未読または既読にするビューのアイテムを 1 つまたは複数選択します。
3. 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。
アイテムが指定し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。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
変更要求で作業する (245 ページ)
要件で作業する (260 ページ)
タスクで作業する (268 ページ)
トピックで作業する (278 ページ)
変更要求で作業する (245 ページ)
トピックで作業する (278 ページ)
タスクで作業する (268 ページ)
要件で作業する (260 ページ)
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[詳細] ビューをカスタマイズする
テンプレートファイルの名前により、変更対象の StarTeam コンポーネントが決定されます。たとえば、
changerequest.detail.htmという名前のテンプレートによって、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が制御されます。

注: Sample Detailビューテンプレートは、samples\details-templates フォルダ内にある Eclipse
向け StarTeam のインストールフォルダにインストールされます。

1. カスタマイズするコンポーネントに対応した HTML テンプレートファイルを作成します。
変更要求に対する詳細ビューの内容をフォーマットする場合は、changerequest.details.htm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]ペインに応じて、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

ヒント: 詳細ビュー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。

2. 必要な修正をテンプレートファイルに行います。
フォーマットの例については、サンプルテンプレートファイルを参照してください。詳細ビューの
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場合にクライアント
で認識されます。
~~Status~~ は、変更要求プロパティーダイアログボックスにある [ステータス] フィールドを表して
います。

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。
Windows システムでは、これらのファイルは通常 C:\Documents and Settings\<ユーザー名
>\Application Data\Borland\StarTeam フォルダにあります。
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関連トピック

変更要求で作業する (245 ページ)
要件で作業する (260 ページ)
タスクで作業する (268 ページ)
トピックで作業する (278 ページ)
[詳細] ビュー (30 ページ)
[詳細] ビューのカスタマイズ用テンプレート (396 ページ)

要件で作業する
ここでは、要件での作業に関連する手順のリストを示します。

関連トピック

手順 (157 ページ)
要件および子要件を作成する (260 ページ)
要件および子要件を編集する (262 ページ)
アイテムを検索する (283 ページ)
アイテムスレッドを既読/未読としてマーク付けする (282 ページ)
アイテムを既読/未読としてマーク付けする (283 ページ)
アイテムのプロパティーを表示または変更する (264 ページ)
要件リストで作業する (265 ページ)
[詳細] ビューをカスタマイズする (285 ページ)
[要件] ビュー (31 ページ)

要件および子要件を作成する
1. 要件ビューを開きます。
2. 対応するビューのツールバーで選択にリンクをクリックします。
3. 要件を作成するServer Explorerまたはいずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
4. 要件ビューの内部を右クリックします。
5. 新規作成...またはエディターで新規を選択します。
別の方法：既存の要件の子である新しい要件を作成するには、既存の要件を右クリックし、新規子要件
またはエディターで新規子要件を選択します。

注: 新規作成...を選択すると、要件の新規作成ダイアログボックスが表示されます。エディターで
新規を選択すると、Eclipse エディターに組み込まれている要件の新規作成プロパティーエディ
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ターが表示されます。組み込みプロパティーエディターでは、同時に他のアイテムやエディターを
開くことができ、他のアイテムからファイルや内容を要件フィールドにドラッグアンドドロップで
きます。組み込みエディターは非モーダルであるため、エディターを開いたまま他の作業を引き続き
行うことができます。

6. 要件の新規作成ダイアログボックスまたはエディターの要件タブをクリックします。
a) 要件の名前を入力します。
b) 所有者リストボックスから、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。
c) 省略可能：外部参照テキストボックスに、要件の外部ソースまたは外部参照を入力します。
CaliberRM から StarTeam に要件をパブリッシュする場合、このフィールドにはこの要件の CaliberRM
ID が表示されます。

7. 説明テキストボックスに、この要件の当初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。

8. 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、この要件のいずれかのフィールドが変更されると通知を受信
します。
a) 追加をクリックしてダイアログボックスを開き、担当ユーザーを選択します。
b) 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。
その名前がユーザーリストボックスから担当ユーザーリストボックスに移動されます。

9. OKをクリックします。
10.見積りタブをクリックし、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。
通常は、人日単位で入力します。
a) 予想作業量テキストボックスに、この要件を達成するために必要であると予測される数値（通常、単
位は日数）を入力します。

b) 作業量の上限テキストボックスに、最悪の場合にこの要件の達成に必要であると予測される数値（通
常、単位は日数）を入力します。

c) 作業量の下限テキストボックスに、最もうまくいった場合にこの要件の達成に必要であると予測され
る数値（通常、単位は日数）を入力します。

d) 省略可能：メモテキストボックスに、任意の適切なメモを入力します。

11.カスタムタブをクリックし、チームリーダーまたは企業が作成したカスタム要件プロパティーの値を指
定します。デフォルトのプロパティーを変更するには、以下の手順に従います。
a) カスタムプロパティーの名前をダブルクリックします。
プロパティーの編集ダイアログボックスが表示されます。

b) そのプロパティー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。

c) カスタムプロパティーごとに前の 2 つの手順を繰り返します。

12.省略可能：添付ファイルタブを使用して、この要件に補足ファイルを追加します。
a) ファイルを添付する場合は、追加をクリックします。
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開くダイアログボックスが表示されます。
b) 添付するファイルを選択します。
c) 開くをクリックします。
d) 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。

13.コメントタブをクリックし、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。
14.新規リビジョンのコメントテキストボックスに、コメントを入力します。
15.要件の新規作成ダイアログボックスで終了をクリックするか、または組み込みエディターを使用して
いる場合は、メインツールバーで保存をクリックします。

関連トピック

要件で作業する (260 ページ)
[要件] ビュー (31 ページ)
要件 (83 ページ)
要件プロパティー (379 ページ)

要件および子要件を編集する
1. 要件ビューを開きます。
2. 要件を選択します。
3. 次のいずれかを行います。

• 要件をダブルクリックし、要件のプロパティーダイアログボックスを開きます。
• 要件を右クリックし、編集をクリックして、組み込みの要件プロパティーエディターで要件を開き
ます。

注: 組み込みのエディターでは、同時に他のアイテムやエディターを開くことができ、他のアイテム
からファイルや内容を要件フィールドにドラッグアンドドロップできます。組み込みエディターは
非モーダルであるため、エディターを開いたまま他の作業を引き続き行うことができます。

4. 要件のプロパティーに、必要な変更を加えます。
5. 要件のプロパティーダイアログボックスで終了をクリックするか、または組み込みエディターを使用
している場合は、メインツールバーで保存をクリックします。

関連トピック

要件で作業する (260 ページ)
[要件] ビュー (31 ページ)
要件 (83 ページ)
要件プロパティー (379 ページ)
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アイテムを検索する
ビュー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。

1. Server Explorerまたはいずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
2. 変更要求、要件、タスク、またはトピックビューを開きます。
3. Ctrl+Fを押します。
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. ビューを上から下に検索するには前方へ検索を、ビュー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、ビューの先頭のア
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。

注: Ctrl+Fを押すと、検索が開始されます。 F3を押すと、検索テキストに一致する次のアイテムが検
索され、Shift+F3を押すと、検索テキストに一致する前のアイテムが検索されます。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
変更要求で作業する (245 ページ)
要件で作業する (260 ページ)
タスクで作業する (268 ページ)
トピックで作業する (278 ページ)

アイテムスレッドを既読/未読としてマーク付けする
1. 要件、タスク、またはトピックビューを開きます。
2. 対応するビューのツールバーで選択にリンクをクリックします。
3. Server ExplorerまたはいずれかのEclipse エクスプローラーで、表示するアイテムリストを含むフォル
ダを選択します。
選択したフォルダに対するアイテムのリストが、対応するビューに表示されます。

4. 対応するビューでアイテムスレッドを選択します。ヒント：
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ヒント: 複数スレッドを選択するには、ビューのツールバーでリストとして表示をクリックして、
リスト形式で情報を表示します。

5. 次のいずれかを選択します。

• スレッドを既読としてマーク：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：アイテムスレッドが太字フォーマットになります。

関連トピック

要件で作業する (260 ページ)
タスクで作業する (268 ページ)
トピックで作業する (278 ページ)

アイテムを既読/未読としてマーク付けする
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な場合があります。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。

1. 変更要求、要件、タスク、またはトピックビューを開きます。
2. 未読または既読にするビューのアイテムを 1 つまたは複数選択します。
3. 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。
アイテムが指定し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。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
変更要求で作業する (245 ページ)
要件で作業する (260 ページ)
タスクで作業する (268 ページ)
トピックで作業する (278 ページ)
変更要求で作業する (245 ページ)
トピックで作業する (278 ページ)
タスクで作業する (268 ページ)
要件で作業する (260 ページ)

アイテムのプロパティーを表示または変更する
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、代替プロパティーエディター（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ーを変更するたび
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に、そのアイテムの新しいリビジョンが作成されます。プロパティーを変更する場合は、プロパティーダイ
アログボックスにある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すること
をお勧めします。

1. StarTeam または Eclipseビューで、アイテムを選択します。
2. 次のいずれかを行います。

• アイテムを選択してダブルクリックします。
• フォルダまたはアイテムを右クリックし、コンテキストメニューからプロパティーを選択します。

注: いずれかの Eclipse エクスプローラーからプロパティーダイアログボックスを開いた場合、ダ
イアログボックスの StarTeam プロバイダーを展開し、使用可能な StarTeam プロパティーを表
示します。StarTeam ビュー内またはServer Explorerからプロパティーダイアログボックスを開
く場合は、この操作は不要です。

3. 対応するプロパティーダイアログボックスで、任意のプロパティーフィールドを変更します。
4. OKをクリックします。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)
変更要求で作業する (245 ページ)
要件で作業する (260 ページ)
ファイル (75 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)
変更要求プロパティー (376 ページ)
ファイルプロパティー (373 ページ)
フォルダプロパティー (369 ページ)
要件プロパティー (379 ページ)
タスクのプロパティー (382 ページ)
トピックプロパティー (385 ページ)

要件リストで作業する
要件は、要件ビューに一覧表示されます。リスト形式で表示されている場合に列のデータで要件をソート
し、定義済みのフィルターに基づいて表示を変更できます。
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関連トピック

要件で作業する (260 ページ)
要件リストを表示する (266 ページ)
要件を表示する (266 ページ)
[要件] ビュー (31 ページ)
要件 (83 ページ)
要件プロパティー (379 ページ)

要件リストを表示する
1. 要件ビューを開きます。
2. 選択にリンクをクリックします。
3. Server Explorerまたはいずれかの Eclipse エクスプローラーで、要件を含むフォルダを選択します。
選択したフォルダに対する要件のリストが、要件ビューに表示されます。要件ビューには、次の基準で
要件が表示されます。

• Server Explorerまたは Eclipse エクスプローラーから選択されたフォルダに入っている。
• 要件ビューのツールバーでフィルター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。
• 要件ビューのツールバーで選択されている場合、すべての子孫ボタンで指定された検索深度に一致す
る。

関連トピック

要件リストで作業する (265 ページ)

要件を表示する
1. 要件ビューを開きます。
2. 次のいずれかを行います。

• リストで表示をクリックします。このアクションにより、情報がリスト形式で表示されます。要件間
の関係は示されません。ただし、リスト形式では次のことが可能です。

• 特定のフィールドの値をデータ列として表示できます。たとえば、各要件のステータスを表示でき
ます。

• 要件を任意の列見出しでソートできます。

• ツリーで表示をクリックします。これがデフォルト形式です。このアクションにより、各要件が展開
可能な要件ツリーとして表示され、要件とその子要件の関係が示されます。ツリー形式では次のこと
が可能です。

• 要件ツリーの展開していない分岐をクリックすると展開され、再度クリックすると折りたたまれま
す。

• 要件をダブルクリックすると、プロパティーダイアログボックスが開かれます。
• 特殊アイコンを確認すると、自分が担当している要件を読んだかどうかを確認できます。

266 | 手順



関連トピック

要件リストで作業する (265 ページ)

[詳細] ビューをカスタマイズする
テンプレートファイルの名前により、変更対象の StarTeam コンポーネントが決定されます。たとえば、
changerequest.detail.htmという名前のテンプレートによって、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が制御されます。

注: Sample Detailビューテンプレートは、samples\details-templates フォルダ内にある Eclipse
向け StarTeam のインストールフォルダにインストールされます。

1. カスタマイズするコンポーネントに対応した HTML テンプレートファイルを作成します。
変更要求に対する詳細ビューの内容をフォーマットする場合は、changerequest.details.htm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]ペインに応じて、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

ヒント: 詳細ビュー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。

2. 必要な修正をテンプレートファイルに行います。
フォーマットの例については、サンプルテンプレートファイルを参照してください。詳細ビューの
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場合にクライアント
で認識されます。
~~Status~~ は、変更要求プロパティーダイアログボックスにある [ステータス] フィールドを表して
います。

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。
Windows システムでは、これらのファイルは通常 C:\Documents and Settings\<ユーザー名
>\Application Data\Borland\StarTeam フォルダにあります。

手順 | 267



関連トピック

変更要求で作業する (245 ページ)
要件で作業する (260 ページ)
タスクで作業する (268 ページ)
トピックで作業する (278 ページ)
[詳細] ビュー (30 ページ)
[詳細] ビューのカスタマイズ用テンプレート (396 ページ)

タスクで作業する
このセクションでは StarTeam Eclipse Client のタスクの利用に関連する手順を説明します。

関連トピック

手順 (157 ページ)
タスクおよびサブタスクを作成する (268 ページ)
タスクおよびサブタスクを編集する (270 ページ)
タスク要員を割り当てる (270 ページ)
タスクに必要な時間を見積る (271 ページ)
メモをタスクに追加する (271 ページ)
タスクの作業記録 (272 ページ)
タスクのプロパティーを確認または変更する (273 ページ)
アイテムスレッドを既読/未読としてマーク付けする (282 ページ)
アイテムを既読/未読としてマーク付けする (283 ページ)
アイテムを検索する (283 ページ)
タスクリストで作業する (276 ページ)
[詳細] ビューをカスタマイズする (285 ページ)
[タスク] ビュー (32 ページ)

タスクおよびサブタスクを作成する
1. タスクビューを開きます。
2. 選択にリンクをクリックします。
3. Server Explorer、または変更するタスクを含む Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
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4. 次のいずれかを行います。

• タスクビュー内を右クリックし、新規作成...またはエディターで新規を選択して、既存のタスクの
サブタスクではない新規タスクを作成します。

新規作成...を選択すると、タスクの新規作成ダイアログボックスが表示されます。エディターで新規
を選択すると、Eclipse エディターに組み込まれているタスクの新規作成プロパティーエディターが表
示されます。組み込みのプロパティーエディターでは、同時に他のアイテムやエディターを開くことが
でき、他のアイテムからファイルや内容をタスクフィールドにドラッグアンドドロップできます。組み
込みエディターは非モーダルであるため、エディターを開いたまま他の作業を引き続き行うことができ
ます。

• 既存のタスクのサブタスクである新しいタスクを作成するには、既存のタスクを右クリックし、新規
サブタスクまたはエディターで新規サブタスクを選択します。

5. 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。担当者フィールドには、タスクを完了する主担当者の名前
を指定しますが、その他のユーザーを要員タブに指定できます。

6. 省略可能：マイルストーン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
て処理するように指定できます。
タスクリストにマイルストーン列を表示すると、マイルストーンとして指定されたタスクをソートして
検索できます。

7. 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。
8. ドロップダウンリストから優先度レベルを選択します。
この優先度は Microsoft Project で使用されているものと同じです。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。

9. 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。
タスクにサブタスクが含まれている場合、タスクの期間はサブタスクの期間に依存するため、このフィー
ルドは無効になっています。

10.このタスクで既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 ～ 100 です。新しいタスクに対するデフォルト値は 0 です。

11.省略可能：注意点チェックボックスをオンにし、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通知します。
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。

12.タスクの新規作成ダイアログボックスで終了をクリックするか、または組み込みエディターを使用し
ている場合は、メインツールバーで保存をクリックします。

関連トピック

タスクで作業する (268 ページ)
タスク (84 ページ)
[タスク] ビュー (32 ページ)
タスクのプロパティー (382 ページ)
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タスクおよびサブタスクを編集する
1. タスクビューを開き、次のいずれかの作業を行います。

• タスクまたはサブタスクをダブルクリックし、タスクのプロパティーダイアログボックスで表示しま
す。

• タスクまたはサブタスクを右クリックして編集を選択し、組み込みのタスクのプロパティーエディ
ターで開きます。

注: 組み込みのエディターでは、同時に他のアイテムやエディターを開くことができ、他のアイテム
からファイルや内容をタスクまたはサブタスクフィールドにドラッグアンドドロップできます。組
み込みエディターは非モーダルであるため、エディターを開いたまま他の作業を引き続き行うことが
できます。

2. タスクのプロパティーに、必要な変更を加えます。
3. タスクのプロパティーダイアログボックスで終了をクリックするか、または組み込みエディターを使
用している場合は、メインツールバーで保存をクリックします。

注: タスクの新規作成ダイアログボックスには、他に追跡オプションや機能のタブがあります。

関連トピック

タスクで作業する (268 ページ)
タスク (84 ページ)
[タスク] ビュー (32 ページ)
タスクのプロパティー (382 ページ)

タスク要員を割り当てる
1. タスクビューを開きます。
2. 選択にリンクをクリックします。
3.
4. Server Explorer、または変更するタスクを含む Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
5. タスクツリーまたはリストで、タスクまたはサブタスクをダブルクリックします。
プロパティーダイアログボックスが表示されます。

6. 要員タブをクリックします。
7. 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表示されます。

8. ユーザーリストから、タスクに割り当てるチームメンバを選択します。
9. 追加をクリックします。
この操作によって、チームメンバの名前が割り当てられた要員リストに移動されます。

10.OKをクリックして要員タブに戻ります。
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選択したチームメンバがタスク要員の割り当てリストに表示されます。
11.適用をクリックします。
12.次へまたは前へをクリックして、リスト内の別のタスクを確認します。
13.OKをクリックします。

関連トピック

タスクで作業する (268 ページ)
タスク (84 ページ)
[タスク] ビュー (32 ページ)
タスクのプロパティー (382 ページ)

タスクに必要な時間を見積る
1. タスクビューを開きます。
2. 選択にリンクをクリックします。
3. Server Explorer、または変更するタスクを含む Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
4. タスクビューで、タスクツリーまたはリスト内のタスクまたはサブタスクをダブルクリックします。
プロパティーダイアログボックスが表示されます。

5. 時間タブを選択します。
6. 開始および終了ボタンで開始日と終了日を選択します。
時間タブの残りは無効になっています。ただし、実際とずれの値は、作業の値が変化したときに自動
的に計算されます。

7. OKをクリックします。

関連トピック

タスクで作業する (268 ページ)
タスク (84 ページ)
[タスク] ビュー (32 ページ)
タスクのプロパティー (382 ページ)

メモをタスクに追加する
1. タスク ➤選択にリンクを選択します。
2.
3. Server Explorer、または変更するタスクを含む Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
4. タスクツリーのタスクまたはサブタスクをダブルクリックします。
プロパティーダイアログボックスが表示されます。
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5. メモタブを選択します。
6. 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。
7. OKをクリックします。

関連トピック

タスクで作業する (268 ページ)
タスク (84 ページ)
[タスク] ビュー (32 ページ)
タスクのプロパティー (382 ページ)

タスクの作業記録
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。既に入力した作業記録の編集および削除を行うことができま
す。

重要: 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。

関連トピック

タスクで作業する (268 ページ)
作業記録をタスクに追加する (272 ページ)
タスクの作業記録を編集する (273 ページ)
タスクの作業記録を削除する (273 ページ)
データをソートおよび分類する (217 ページ)
フォルダを移動する (211 ページ)
タスクのプロパティー (382 ページ)

作業記録をタスクに追加する
1. タスクビューを開きます。
2. 選択にリンクをクリックします。
3. サーバー・エクスプローラー、または変更するタスクを含むいずれかのEclipseエクスプローラーでフォ
ルダを選択します。

4. タスクビューで、タスクツリーまたはリスト内のタスクまたはサブタスクをダブルクリックします。
プロパティーダイアログボックスが表示されます。

5. 次のいずれかを行います。
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タスクビューのタスクまたはサブタスクをダブルクリックして、タスクのプロパティーダイアログ
ボックスを表示します。作業タブを選択して、追加...をクリックします。

•

• タスクを右クリックし、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、リストボックスに自分のユーザー名が表示されます。
6. リストボックスを使用して、作業記録に日付を指定します。
7. 作業時間数を作業量テキストボックスに入力します。
8. 作業の完了に必要な時間数を残作業量テキストボックスに入力します。
9. 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。
10.OKをクリックします。

関連トピック

タスクの作業記録 (272 ページ)

タスクの作業記録を編集する
1. タスクのプロパティーダイアログボックスを開きます。
2. 作業タブを選択します。
3. 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表示されます。

4. 作業記録に、必要な変更を加えます。
5. OKをクリックします。

関連トピック

タスクの作業記録 (272 ページ)

タスクの作業記録を削除する
1. タスクのプロパティーダイアログボックスを開きます。
2. 作業タブを選択します。
3. 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。OKをクリックして削除を確認します。

4. OKをクリックして、タスクのプロパティーダイアログボックスを閉じます。

関連トピック

タスクの作業記録 (272 ページ)

タスクのプロパティーを確認または変更する
1. タスクビューを開きます。
2. 対応するビューのツールバーで選択にリンクをクリックします。
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3. Server Explorer、または変更するタスクを含むいずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択
します。

4. タスクビューで、タスクツリーまたはリスト内のタスクまたはサブタスクをダブルクリックします。
プロパティーダイアログボックスが表示されます。

5. 使用可能ないずれかのタブを選択し、タスクのプロパティーを確認または編集します。
6. コメントタブをクリックし、変更の理由を入力します。
7. OKをクリックします。
StarTeam によって、タスクの新しいリビジョンが作成されます。

関連トピック

タスクで作業する (268 ページ)
タスク (84 ページ)
[タスク] ビュー (32 ページ)
タスクのプロパティー (382 ページ)

アイテムスレッドを既読/未読としてマーク付けする
1. 要件、タスク、またはトピックビューを開きます。
2. 対応するビューのツールバーで選択にリンクをクリックします。
3. Server ExplorerまたはいずれかのEclipse エクスプローラーで、表示するアイテムリストを含むフォル
ダを選択します。
選択したフォルダに対するアイテムのリストが、対応するビューに表示されます。

4. 対応するビューでアイテムスレッドを選択します。ヒント：

ヒント: 複数スレッドを選択するには、ビューのツールバーでリストとして表示をクリックして、
リスト形式で情報を表示します。

5. 次のいずれかを選択します。

• スレッドを既読としてマーク：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：アイテムスレッドが太字フォーマットになります。
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関連トピック

要件で作業する (260 ページ)
タスクで作業する (268 ページ)
トピックで作業する (278 ページ)

アイテムを既読/未読としてマーク付けする
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な場合があります。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。

1. 変更要求、要件、タスク、またはトピックビューを開きます。
2. 未読または既読にするビューのアイテムを 1 つまたは複数選択します。
3. 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。
アイテムが指定し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。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
変更要求で作業する (245 ページ)
要件で作業する (260 ページ)
タスクで作業する (268 ページ)
トピックで作業する (278 ページ)
変更要求で作業する (245 ページ)
トピックで作業する (278 ページ)
タスクで作業する (268 ページ)
要件で作業する (260 ページ)

アイテムを検索する
ビュー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。

1. Server Explorerまたはいずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
2. 変更要求、要件、タスク、またはトピックビューを開きます。
3. Ctrl+Fを押します。
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。
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5. ビューを上から下に検索するには前方へ検索を、ビュー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、ビューの先頭のア
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。

注: Ctrl+Fを押すと、検索が開始されます。 F3を押すと、検索テキストに一致する次のアイテムが検
索され、Shift+F3を押すと、検索テキストに一致する前のアイテムが検索されます。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
変更要求で作業する (245 ページ)
要件で作業する (260 ページ)
タスクで作業する (268 ページ)
トピックで作業する (278 ページ)

タスクリストで作業する
タスクは、タスクビューに一覧表示されます。リスト形式で表示されている場合に列のデータでタスクを
ソートし、定義済みのフィルターに基づいて表示を変更できます。

関連トピック

タスクで作業する (268 ページ)
タスクリストを表示する (276 ページ)
タスクを表示する (277 ページ)
データをソートおよび分類する (217 ページ)
フォルダを移動する (211 ページ)
タスクのプロパティー (382 ページ)

タスクリストを表示する
1. タスクビューを開きます。
2. 選択にリンクをクリックします。
3. Server Explorerまたはいずれかの Eclipse エクスプローラーで、タスクを含むフォルダを選択します。
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選択したフォルダに対するタスクのリストが、タスクビューに表示されます。タスクビューには、次の
基準でタスクが表示されます。

• Server Explorerまたは Eclipse エクスプローラーから選択されたフォルダに入っている。
• タスクビューのツールバーでフィルターリストボックスから選択されたフィルターの条件に一致す
る。

• タスクビューのツールバーで選択されている場合、すべての子孫ボタンで指定された検索深度に一致
する。

関連トピック

タスクリストで作業する (276 ページ)

タスクを表示する
1. タスクビューを開きます。
2. 次のいずれかを行います。

• リストで表示をクリックします。このアクションにより、情報がリスト形式で表示されます。タスク
間の関係は示されません。ただし、リスト形式では次のことが可能です。

• 特定のフィールドの値をデータ列として表示できます。たとえば、各タスクのステータスを表示で
きます。

• タスクを任意の列見出しでソートできます。

• ツリーで表示をクリックします。これがデフォルト形式です。このアクションにより、各タスクが展
開可能なタスクツリーとして表示され、タスクとその子タスクの関係が示されます。ツリー形式では
次のことが可能です。

• タスクツリーの展開していない分岐をクリックすると展開され、再度クリックすると折りたたまれ
ます。

• タスクをダブルクリックすると、タスクダイアログボックスが開かれます。
• 特殊アイコンを確認すると、自分が担当しているタスクを読んだかどうかを確認できます。

関連トピック

タスクリストで作業する (276 ページ)

[詳細] ビューをカスタマイズする
テンプレートファイルの名前により、変更対象の StarTeam コンポーネントが決定されます。たとえば、
changerequest.detail.htmという名前のテンプレートによって、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が制御されます。

注: Sample Detailビューテンプレートは、samples\details-templates フォルダ内にある Eclipse
向け StarTeam のインストールフォルダにインストールされます。
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1. カスタマイズするコンポーネントに対応した HTML テンプレートファイルを作成します。
変更要求に対する詳細ビューの内容をフォーマットする場合は、changerequest.details.htm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]ペインに応じて、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

ヒント: 詳細ビュー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。

2. 必要な修正をテンプレートファイルに行います。
フォーマットの例については、サンプルテンプレートファイルを参照してください。詳細ビューの
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場合にクライアント
で認識されます。
~~Status~~ は、変更要求プロパティーダイアログボックスにある [ステータス] フィールドを表して
います。

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。
Windows システムでは、これらのファイルは通常 C:\Documents and Settings\<ユーザー名
>\Application Data\Borland\StarTeam フォルダにあります。

関連トピック

変更要求で作業する (245 ページ)
要件で作業する (260 ページ)
タスクで作業する (268 ページ)
トピックで作業する (278 ページ)
[詳細] ビュー (30 ページ)
[詳細] ビューのカスタマイズ用テンプレート (396 ページ)

トピックで作業する
トピックの使用に関連するタスクについて説明します。
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関連トピック

手順 (157 ページ)
トピックおよびレスポンスを作成する (279 ページ)
チームメンバへのトピックの送信、優先度の設定、またはステータスの設定を行う(280ページ)
カスタムプロパティーの値を設定する (281 ページ)
トピックのプロパティーを確認および変更する (281 ページ)
トピックおよびレスポンスを編集する (282 ページ)
アイテムスレッドを既読/未読としてマーク付けする (282 ページ)
アイテムを既読/未読としてマーク付けする (283 ページ)
アイテムを検索する (283 ページ)
トピックリストを表示する (284 ページ)
トピックを表示する (285 ページ)
[詳細] ビューをカスタマイズする (285 ページ)
[トピック] ビュー (33 ページ)
トピック (85 ページ)
[トピック] ビュー (33 ページ)
トピックオプション (356 ページ)

トピックおよびレスポンスを作成する
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。

1. [トピック] ビューを開き、選択にリンクをクリックします。
2.
3. Server Explorer、または変更するタスクを含む Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
4. 次のいずれかを行います。

• 既存のトピックのレスポンスではない新規トピックを作成するには、トピックビュー内を右クリック
し、新規作成...またはエディターで新規を選択します。

• 既存のトピックのレスポンスを作成するには、既存のトピックを右クリックし、返信またはエディ
ターのエディターで応答作成を選択します。

新規作成...を選択すると、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。エディターで新規
を選択すると、Eclipse エディターに組み込まれているトピックの新規作成プロパティーエディターが
表示されます。組み込みのプロパティーエディターでは、同時に他のアイテムやエディターを開くこと
ができ、他のアイテムからファイルや内容をトピックフィールドにドラッグアンドドロップできます。
組み込みエディターは非モーダルであるため、エディターを開いたまま他の作業を引き続き行うことが
できます。

5. 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。
6. 説明タブをクリックし、内容テキストボックスに、トピックの内容を入力します。
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7. オプションで、次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
ステータスを指定する場合は、オプションタブを選択します。

• ユーザーの管理者が追加のトピックプロパティーを作成した場合は、カスタムタブでこのプロパティー
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。

8. 必要に応じて、コメントタブを選択して、新規リビジョンのコメントテキストボックスに追加のメモや
コメントを追加できます。

9. トピックの新規作成ダイアログボックスで終了をクリックするか、または組み込みエディターを使用
している場合は、メインツールバーで保存をクリックします。
トピックビューに新しいトピックが表示されます。

関連トピック

トピックで作業する (278 ページ)
トピック (85 ページ)
[トピック] ビュー (33 ページ)
トピックオプション (356 ページ)

チームメンバへのトピックの送信、優先度の設定、または
ステータスの設定を行う
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ます。
4. 追加...をクリックします。
トピックを変更して受信者を削除する場合は、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。StarTeam では、受信者が残っていると、ユーザーは通知から自分自身を削除でき
ません。

5. トピックに優先度を割り当てるには、優先度リストボックスから、低、普通、または高を選択します。
6. トピックのステータスを指定するには、ステータスリストボックスから、アクティブまたは非アクティ
ブを選択します。
デフォルトステータスは、アクティブです。

7. 保存をクリックします。
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関連トピック

トピックで作業する (278 ページ)

カスタムプロパティーの値を設定する
1. カスタムタブを選択します。
2. カスタムプロパティーの名前をダブルクリックします。
プロパティーの編集ダイアログボックスが表示されます。

3. そのプロパティー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ーごとに前の 2 つの手順を繰り返します。

関連トピック

トピックで作業する (278 ページ)

トピックのプロパティーを確認および変更する
適切な特権を持っている場合は、次のすべてのトピックおよびレスポンスプロパティーを変更できます。

• タイトルおよびテキスト
• 優先度（低、普通、および高）
• ステータス（アクティブまたは非アクティブ）
• 受信者（トピックまたはレスポンスを受信したユーザーのリスト）
• 添付ファイル（トピックまたはレスポンスに含まれる追加ファイル）
• 任意のカスタムフィールドの値
• 追加のリビジョンコメントまたはメモ

プロパティーを変更してその変更を確認すると、StarTeam によってトピックまたはレスポンスの新しいリ
ビジョンが作成されます。

1. トピックビューを開きます。
2. 対応するビューのツールバーで選択にリンクをクリックします。
3. ServerExplorer、または変更するトピックまたはレスポンスを含むいずれかのEclipseエクスプローラー
でフォルダを選択します。

4. [トピック] ビューで、トピックツリーまたはリスト内のトピックまたはレスポンスをダブルクリックし
ます。
プロパティーダイアログボックスが表示されます。

5. 必要に応じてプロパティーを変更します。
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6. コメントタブで、意見を入力し、これらの変更を加えた理由について説明します。
7. OKをクリックします。

関連トピック

トピックで作業する (278 ページ)
トピック (85 ページ)
[トピック] ビュー (33 ページ)
トピックオプション (356 ページ)

トピックおよびレスポンスを編集する
1. トピックビューを開き、次のいずれかの作業を行います。

• トピックをダブルクリックし、トピックダイアログボックスで表示します。
• トピックを右クリックして編集を選択し、組み込みのトピックのプロパティーエディターでトピッ
クを開きます。

注: 組み込みエディターでは、同時に他のアイテムやエディターを開くことができ、他のアイテムか
らファイルや内容をトピックフィールドにドラッグアンドドロップできます。組み込みエディター
は非モーダルであるため、エディターを開いたまま他の作業を引き続き行うことができます。

2. トピックのプロパティーに、必要な変更を加えます。
3. トピックのプロパティーダイアログボックスで終了をクリックするか、または組み込みエディターを
使用している場合は、メインツールバーで保存をクリックします。

関連トピック

トピックで作業する (278 ページ)
トピック (85 ページ)
[トピック] ビュー (33 ページ)
トピックオプション (356 ページ)

アイテムスレッドを既読/未読としてマーク付けする
1. 要件、タスク、またはトピックビューを開きます。
2. 対応するビューのツールバーで選択にリンクをクリックします。
3. Server ExplorerまたはいずれかのEclipse エクスプローラーで、表示するアイテムリストを含むフォル
ダを選択します。
選択したフォルダに対するアイテムのリストが、対応するビューに表示されます。

4. 対応するビューでアイテムスレッドを選択します。ヒント：
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ヒント: 複数スレッドを選択するには、ビューのツールバーでリストとして表示をクリックして、
リスト形式で情報を表示します。

5. 次のいずれかを選択します。

• スレッドを既読としてマーク：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：アイテムスレッドが太字フォーマットになります。

関連トピック

要件で作業する (260 ページ)
タスクで作業する (268 ページ)
トピックで作業する (278 ページ)

アイテムを既読/未読としてマーク付けする
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な場合があります。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。

1. 変更要求、要件、タスク、またはトピックビューを開きます。
2. 未読または既読にするビューのアイテムを 1 つまたは複数選択します。
3. 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。
アイテムが指定し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。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
変更要求で作業する (245 ページ)
要件で作業する (260 ページ)
タスクで作業する (268 ページ)
トピックで作業する (278 ページ)
変更要求で作業する (245 ページ)
トピックで作業する (278 ページ)
タスクで作業する (268 ページ)
要件で作業する (260 ページ)

アイテムを検索する
ビュー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。
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1. Server Explorerまたはいずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
2. 変更要求、要件、タスク、またはトピックビューを開きます。
3. Ctrl+Fを押します。
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. ビューを上から下に検索するには前方へ検索を、ビュー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、ビューの先頭のア
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。

注: Ctrl+Fを押すと、検索が開始されます。 F3を押すと、検索テキストに一致する次のアイテムが検
索され、Shift+F3を押すと、検索テキストに一致する前のアイテムが検索されます。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
変更要求で作業する (245 ページ)
要件で作業する (260 ページ)
タスクで作業する (268 ページ)
トピックで作業する (278 ページ)

トピックリストを表示する
1. トピックビューを開きます。
2. 選択にリンクをクリックします。
3. Server ExplorerまたはいずれかのEclipseエクスプローラーで、トピックを含むフォルダを選択します。
選択したフォルダに対するトピックのリストが、トピックビューに表示されます。トピックビューに
は、次の基準でトピックが表示されます。

• Server Explorerまたは Eclipse エクスプローラーから選択されたフォルダに入っている。
• トピックビューのツールバーでフィルターリストボックスから選択されたフィルターの条件に一致
する。

• トピックビューのツールバーで選択されている場合、すべての子孫ボタンで指定された検索深度に一
致する。
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関連トピック

トピックで作業する (278 ページ)

トピックを表示する
1. トピックビューを開きます。
2. 次のいずれかを行います。

• リストで表示をクリックします。このアクションにより、情報がリスト形式で表示されます。トピッ
ク間の関係は示されません。ただし、リスト形式では次のことが可能です。

• 特定のフィールドの値をデータ列として表示できます。たとえば、各トピックのステータスを表示
できます。

• トピックを任意の列見出しでソートできます。

• ツリーで表示をクリックします。これがデフォルト形式です。このアクションにより、各トピックが
展開可能なトピックツリーとして表示され、トピックとその子トピックの関係が示されます。ツリー
形式では次のことが可能です。

• トピックツリーの展開していない分岐をクリックすると展開され、再度クリックすると折りたた
まれます。

• トピックをダブルクリックすると、トピックダイアログボックスが開かれます。
• 特殊アイコンを確認すると、自分が担当しているトピックを読んだかどうかを確認できます。

関連トピック

トピックで作業する (278 ページ)

[詳細] ビューをカスタマイズする
テンプレートファイルの名前により、変更対象の StarTeam コンポーネントが決定されます。たとえば、
changerequest.detail.htmという名前のテンプレートによって、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が制御されます。

注: Sample Detailビューテンプレートは、samples\details-templates フォルダ内にある Eclipse
向け StarTeam のインストールフォルダにインストールされます。

1. カスタマイズするコンポーネントに対応した HTML テンプレートファイルを作成します。
変更要求に対する詳細ビューの内容をフォーマットする場合は、changerequest.details.htm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]ペインに応じて、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
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• task.details.html
• topic.details.html
• requirement.details.html

ヒント: 詳細ビュー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。

2. 必要な修正をテンプレートファイルに行います。
フォーマットの例については、サンプルテンプレートファイルを参照してください。詳細ビューの
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場合にクライアント
で認識されます。
~~Status~~ は、変更要求プロパティーダイアログボックスにある [ステータス] フィールドを表して
います。

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。
Windows システムでは、これらのファイルは通常 C:\Documents and Settings\<ユーザー名
>\Application Data\Borland\StarTeam フォルダにあります。

関連トピック

変更要求で作業する (245 ページ)
要件で作業する (260 ページ)
タスクで作業する (268 ページ)
トピックで作業する (278 ページ)
[詳細] ビュー (30 ページ)
[詳細] ビューのカスタマイズ用テンプレート (396 ページ)

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。

関連トピック

手順 (157 ページ)
新しいラベルをフォルダに添付する (287 ページ)
ラベルをアイテムに添付する (288 ページ)
ラベルプロパティーを構成または表示する (289 ページ)
フォルダラベルのプロパティーを表示する (289 ページ)
プロモーション状態を構成する (290 ページ)
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リビジョンラベルをコピーする (291 ページ)
リビジョンラベルを作成する (292 ページ)
ビューラベルを作成する (292 ページ)
ラベルを削除する (294 ページ)
ビューラベルを降格する (294 ページ)
特定のリビジョンからラベルを添付解除する (295 ページ)
フォルダからラベルを添付解除する (295 ページ)
ラベルをアイテムから添付解除する (296 ページ)
ラベルを凍結および凍結解除する (297 ページ)
ビューラベルをプロモートする (297 ページ)

新しいラベルをフォルダに添付する
ラベルビューを開いてラベルがリビジョンラベルかビューラベルかを判断し、ラベルをダブルクリックし
ます（または、ラベルを選択し、コンテキストメニューからプロパティーを選択します）。リビジョンラ
ベルには、名前と説明の各プロパティーがあります。ビューラベルには、名前、説明、および構成日時の各
プロパティーがあります。

1. Server Explorerまたはいずれかの Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
2. StarTeam ➤フォルダー ➤ラベルを選択します。
別の方法 1：Server Explorerでフォルダを右クリックし、ラベルを選択します。別の方法 2：いずれか
の Eclipse エクスプローラーで、チーム ➤ラベルを選択します。

注: チーム➤ラベルコマンドを使用してプロパティーダイアログボックスを開いた場合、StarTeam
プロバイダーを展開し、ラベルを選択します。

プロパティーダイアログボックスが表示されます。
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...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。
6. 省略可能：凍結するチェックボックスをオンにし、選択したリビジョンにのみこのラベルが添付される
ようにします。

7. 次のいずれかを選択します。

• フォルダのみ：選択した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：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：フォルダとそのアイテム、および子フォルダとその
アイテムにラベルを添付します。

8. OKをクリックします。
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プロパティーダイアログボックスに、新規作成したリビジョンラベルが表示されます。
9. OKをクリックします。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
ラベルとプロモーション状態を管理する (286 ページ)
ラベルをアイテムに添付する (288 ページ)
ラベル (146 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)

ラベルをアイテムに添付する
1. Server Explorer、任意の StarTeamビュー、またはEclipse エクスプローラーで1つまたは複数のアイ
テムを選択します。

2. Server Explorerまたは StarTeam ビューからアイテムを選択する場合は、右クリックしてラベル ➤新
規作成を選択します。Eclipse エクスプローラーから選択する場合は、右クリックしてチーム ➤ラベル
➤新規作成を選択します。
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。

3. 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。
ラベル名は最大で 64 文字、説明は最大で 254 文字を入力できます。

4. 省略可能：凍結するチェックボックスをオンにし、選択したリビジョンにだけこのラベルが添付される
ようにします。

5. 次のいずれかの構成を選択します。

• 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、指定した日時にチップリビジョンであったリビジョンに添付し
ます。

6. OKをクリックします。
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関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
ラベルとプロモーション状態を管理する (286 ページ)
新しいラベルをフォルダに添付する (287 ページ)
ラベル (146 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)

ラベルプロパティーを構成または表示する
1. Server Explorer、または変更するタスクを含む Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
2. StarTeam ➤ビュー ➤ラベルを選択します。
プロパティーダイアログボックスが表示されます。

3. ラベルノードを選択します。
いずれかの Eclipse エクスプローラーからプロパティーダイアログボックスを開いた場合、最初に
StarTeamプロバイダーノードを展開してからラベル（ビュー用）ノードを選択する必要があります。

4. ビューまたはリビジョンタブでラベルを選択します。
5. プロパティーをクリックします。
ラベル<名前>の編集ダイアログボックスが表示され、ラベル名や説明の変更、およびラベルの凍結や
凍結解除ができます。

関連トピック

ラベルとプロモーション状態を管理する (286 ページ)
トピック (85 ページ)
[トピック] ビュー (33 ページ)
トピックオプション (356 ページ)
ラベル (146 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
分岐 (104 ページ)

フォルダラベルのプロパティーを表示する
1. Server Explorer、または変更するタスクを含む Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
2. StarTeam ➤フォルダー ➤プロパティーを選択します。
プロパティーダイアログボックスが表示されます。

3. ラベルノードを選択します。
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いずれかの Eclipse エクスプローラーからプロパティーダイアログボックスを開いた場合、最初に
StarTeam プロバイダーノードを展開してからラベル（フォルダ用）ノードを選択する必要がありま
す。
フォルダに添付されているすべてのラベルが表示されます。

4. リストからラベルを選択し、プロパティーをクリックします。
読み取り専用のダイアログボックスが表示され、選択したラベルのプロパティーを表示できます。

関連トピック

ラベルとプロモーション状態を管理する (286 ページ)

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ときに、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。

関連トピック

ラベルとプロモーション状態を管理する (286 ページ)
プロモーション状態を作成する (290 ページ)
プロモーション状態を編集/削除する (291 ページ)

プロモーション状態を作成する
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。

1. メインメニューから StarTeam ➤ビュー ➤プロモーションを選択します。
プロパティーダイアログボックスが表示されます。

2. プロモーションノードを選択します。
プロパティーダイアログボックスのプロモーションページに、対象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。最後の状態がリストの先頭に表示されます。

3. 追加...をクリックします。
プロモーション状態ダイアログボックスが表示されます。

4. プロモーション状態の名前と説明を入力します。
5. この状態に対して、ビューラベルリストボックスからビューラベルを選択して割り当てます。
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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。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。

6. OKをクリックします。

関連トピック

プロモーション状態を構成する (290 ページ)
プロモーション状態 (142 ページ)
ビューの適切な使用 (102 ページ)
反復型開発をサポートするビュー (103 ページ)

プロモーション状態を編集/削除する
1. メインメニューから StarTeam ➤ビュー ➤プロモーションを選択します。
プロパティーダイアログボックスが表示されます。

2. プロモーションノードを選択します。
プロパティーダイアログボックスのプロモーションページに、対象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。最後の状態がリストの先頭に表示されます。

3. 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。
プロモーション状態ダイアログボックスが表示されます。

4. 名前、説明、またはビューラベルを変更します。
5. OKをクリックします。

関連トピック

プロモーション状態を構成する (290 ページ)

リビジョンラベルをコピーする
この手順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。

1. Server Explorerまたはいずれかの Eclipse エクスプローラーで適切なフォルダを選択します。
2. メインメニューから StarTeam ➤ビュー ➤ラベルを選択し、表示されたプロパティーダイアログ
ボックスでラベルノードを選択します。
いずれかの Eclipse エクスプローラーからプロパティーダイアログボックスを開いた場合、最初に
StarTeamプロバイダーノードを展開してからラベル（ビュー用）ノードを選択する必要があります。

3. リビジョンタブを選択します。
4. 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。
5. リビジョンラベルの名前と説明を入力します。
6. 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。
7. 選択をクリックします。
リビジョンのコピーダイアログボックスが表示されます。
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8. 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、ラベルリストからリビジョンラ
ベルを選択します。

9. OKをクリックします。
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。

関連トピック

ラベルとプロモーション状態を管理する (286 ページ)

リビジョンラベルを作成する
1. Server Explorer、または変更するタスクを含む Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
2. サーバー・エクスプローラーまたはいずれかの Eclipse エクスプローラーでアイテムを選択します。
別の方法：変更要求、要件、タスク、またはトピックビューを開き、1 つまたは複数のアイテムを選択
します。

3. メインメニューから StarTeam ➤ビュー ➤ラベルを選択します。
プロパティーダイアログボックスが表示されます。

4. ラベルノードを選択し、リビジョンタブをクリックします。
ラベルは、作成日時に基づいて新しいものから順に一覧表示されています。

5. 新規...をクリックします。
リビジョンラベルダイアログボックスが表示されます。

6. ラベルの名前と説明を入力します。
ラベル名は最大で 64 文字、説明は最大で 254 文字を入力できます。

7. 省略可能：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。

8. 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。
9. OKをクリックして、プロパティーダイアログボックスを閉じます。

関連トピック

ラベルとプロモーション状態を管理する (286 ページ)

ビューラベルを作成する
1. 次のいずれかを行います。

• StarTeamパースペクティブまたはビューを開いた状態で、メインメニューからStarTeam➤ビュー
➤ラベルまたは StarTeam ➤ビュー ➤プロパティーを選択します。

• Server Explorerでビューノードを右クリックし、コンテキストメニューからラベルまたはプロパ
ティーを選択します。

• Navigator またはPackage Explorer で、プロジェクトを右クリックし、プロパティーまたはチーム
➤ラベルを選択します。
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プロパティーダイアログボックスが表示されます。
2. その結果表示されたダイアログボックスで、次のいずれかを実行します。

• Navigator または Package Explorer から開いた場合、StarTeam プロバイダーを展開し、ラベル
（ビュー用）を選択します。

• StarTeam メインメニューまたはサーバー・エクスプローラーから開いた場合、ラベルを選択しま
す。

ビュータブには、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。

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。
ラベル名は最大で 64 文字、説明は最大で 254 文字を入力できます。

5. 省略可能：以下のビルドで対応プロパティーの設定が次のビルドになっているすべての変更要求を更新
するには、ビルドラベルとして使用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、変更要求はこのビューラベルを持つことになりますが、以下のビルドで対応プロパティー
の設定には影響しません。

6. 省略可能：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。

7. 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：このラベルを、ユーザーが指定したラベルを含むリビジョンに添付します（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、ユーザーが指定したプロモーション状態にあるリ
ビジョンにラベルが添付されます（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：指定した日時にチップリビジョンであったリビジョンにラベルを添付します。

8. OKをクリックします。

注: ラベル構成の現在時刻を選択する場合は、StarTeam クライアントや StarTeam Server が稼動す
る各コンピュータの日時を同期することが重要です。これを行わないと、ラベルがすぐに表示されない
ことがあります。

関連トピック

ビューで作業する (181 ページ)
ラベルとプロモーション状態を管理する (286 ページ)
ラベル (146 ページ)
ビュー (22 ページ)
ビューの適切な使用 (102 ページ)
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ラベルを削除する
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。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。

1. Server Explorerで、ラベルを削除するビューを選択します。
2. メインメニューから StarTeam ➤ビュー ➤ラベルを選択します。
プロパティーダイアログボックスが表示されます。

3. ラベルノードを選択します。
4. ビューラベルの場合はビュータブ、リビジョンラベルの場合はリビジョンタブをクリックします。
これらのタブには、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ています。

5. ラベルを選択します。
6. 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。

関連トピック

ラベルとプロモーション状態を管理する (286 ページ)
ラベル (146 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
分岐 (104 ページ)

ビューラベルを降格する
1. 次のいずれかを行います。

• StarTeamパースペクティブまたはビューを開いた状態で、メインメニューからStarTeam➤ビュー
➤プロモーションまたは StarTeam ➤ビュー ➤プロパティーを選択します。

• Server Explorerでビューノードを右クリックし、プロモーションまたはプロパティーを選択しま
す。

• Navigator またはPackage Explorer で、プロジェクトを右クリックし、プロパティーまたはチーム
➤ラベルを選択します。

プロパティーダイアログボックスが表示されます。
2. その結果表示されたダイアログボックスで、次のいずれかを実行します。

• Navigator または Package Explorer から開いた場合、StarTeam プロバイダー ➤プロモーション
を選択します。

• StarTeam メインメニューまたはServer Explorerから開いた場合、プロモーションを選択します。

3. 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。
4. ビューラベルリストボックスから、別のビューラベルを選択します。
5. OKをクリックします。
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関連トピック

ビューで作業する (181 ページ)
ラベルとプロモーション状態を管理する (286 ページ)
ビューラベルをプロモートする (297 ページ)
ビュー (22 ページ)
ビュータイプ (99 ページ)
ビューの適切な使用 (102 ページ)
ビュータイプのオプションと設定 (387 ページ)
StarTeam ビューの構成オプション (390 ページ)

特定のリビジョンからラベルを添付解除する
1. Server Explorer、または変更するタスクを含む Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
2. 削除するアイテムを 1 つ以上選択します。次のいずれかを行います。

• Server ExplorerまたはいずれかのEclipseエクスプローラーで1つまたは複数のアイテムを選択しま
す。

• 変更要求、要件、タスク、またはトピックビューを開き、1つまたは複数のアイテムを選択します。

3. ラベルビューを開きます。
4. 選択にリンクをクリックします。
5. ラベルビューでリビジョンを展開し、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。

6. 削除するラベルを右クリックし、添付解除...を選択します。
確認ダイアログボックスが表示されます。

7. OKをクリックします。

関連トピック

ラベルとプロモーション状態を管理する (286 ページ)
ラベル (146 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
分岐 (104 ページ)

フォルダからラベルを添付解除する
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または添付解除できます。ただし、これらの
構成で削除したアイテムは表示できません。削除したアイテムからビューラベルを添付解除できるの
は、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した場合のみです。
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1. Server Explorer、または変更するタスクを含む Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
2. メインメニューから StarTeam ➤フォルダー ➤ラベルを選択します。
プロパティーダイアログボックスが表示されます。

3. ラベルノードを選択します。
プロパティーダイアログボックスのラベルページに、対象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。

4. フォルダから添付解除するラベルを選択し、添付解除をクリックします。
ラベルの添付解除ダイアログボックスが表示されます。

5. 次のいずれかを選択します。

• フォルダのみ
• フォルダとその中のアイテム
• フォルダをルートとするサブツリー内のすべて

6. OKをクリックして、ラベルの添付解除ダイアログボックスを閉じます。
7. OKをクリックして、プロパティーダイアログボックスを閉じます。

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。

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。

関連トピック

ラベルとプロモーション状態を管理する (286 ページ)
ラベル (146 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
分岐 (104 ページ)

ラベルをアイテムから添付解除する
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または添付解除できます。ただし、これらの
構成で削除したアイテムは表示できません。削除したアイテムからビューラベルを添付解除できるの
は、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した場合のみです。

1. ラベルを添付解除するアイテムを 1 つ以上選択します。
2. 次のいずれかを行います。

• Server ExplorerまたはいずれかのEclipseエクスプローラーで1つまたは複数のアイテムを選択しま
す。

• 変更要求、要件、タスク、またはトピックビューを開き、1つまたは複数のアイテムを選択します。

3. 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。

注: いずれかの Eclipse エクスプローラーでアイテムを選択する場合、チーム➤ラベル➤添付解除
を選択します。
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ラベルの添付解除ダイアログボックスが開き、すべての既存のラベルが一覧表示されます。ラベルに
は、ビューラベルであるか、またはリビジョンラベルかが示されます。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が表示されます。

4. リストからラベルを選択します。
5. OKをクリックします。

関連トピック

ラベルとプロモーション状態を管理する (286 ページ)
ラベル (146 ページ)
ビュー内のフォルダ (70 ページ)
分岐 (104 ページ)

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。

1. StarTeam ➤ビュー ➤ラベルを選択します。
プロパティーダイアログボックスが表示されます。

2. ラベルノードを選択します。
3. 次のいずれかを行います。

• 凍結するラベルがビューラベルの場合は、ビュータブをクリックします。
• 凍結するラベルがリビジョンラベルの場合は、リビジョンタブをクリックします。

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。
4. リストボックスからラベルを選択します。
5. 凍結または凍結解除をクリックします。
6. OKをクリックします。

関連トピック

ラベルとプロモーション状態を管理する (286 ページ)

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。その
場合、その状態に対して確立されている条件を満たす必要があります。

1. StarTeam ➤ビュー ➤プロモーションまたは StarTeam ➤ビュー ➤プロパティーを選択します。
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別の方法 1：Server Explorerでビューノードを右クリックし、プロモーションまたはプロパティーを
選択します。別の方法 2：Navigator または Package Explorer で、プロジェクトを右クリックし、プロ
パティーまたはチーム ➤ラベルを選択します。
プロパティーダイアログボックスが表示されます。

2. その結果表示されたダイアログボックスで、次のいずれかを実行します。

• NavigatorまたはPackage Explorerから開いた場合、StarTeamプロバイダーを展開し、プロモー
ションを選択します。

• StarTeam メインメニューまたはServer Explorerから開いた場合、プロモーションを選択します。

状態は、最後の状態から順に初期状態まで表示されます。
3. 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。
4. プロモート...をクリックします。
ダイアログボックスに、ビューラベルが次の状態（プロパティーダイアログボックスで選択した状態
のすぐ上の状態）に割り当てられたことが表示されます。

5. OKをクリックします。

ビューラベルは、元の状態と新しい状態の両方に適用されます。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。

関連トピック

ビューで作業する (181 ページ)
ラベルとプロモーション状態を管理する (286 ページ)
ビューラベルを降格する (294 ページ)
ビュー (22 ページ)
ビュータイプ (99 ページ)
ビューの適切な使用 (102 ページ)
ビュータイプのオプションと設定 (387 ページ)
StarTeam ビューの構成オプション (390 ページ)

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。

関連トピック

手順 (157 ページ)
リンクアイテムのプロパティーをカスタマイズする (299 ページ)
リンクのプロパティーをカスタマイズする (299 ページ)
リンクを削除する (300 ページ)
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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 (300 ページ)
ファイルを処理アイテムにリンクする (301 ページ)
内部および外部からアイテムをリンクする (302 ページ)
特定リビジョンをリンクする (303 ページ)
リンクされた変更要求を確認する (304 ページ)

リンクアイテムのプロパティーをカスタマイズする
1. リンクビューのツールバーで選択にリンクをクリックします。
2. いずれかのStarTeamビュー、サーバー・エクスプローラー、またはEclipseエクスプローラーで、フォ
ルダまたは別のアイテムにリンクしているアイテムを選択します。

3. リンクビューでリンクを右クリックし、プロパティーを選択します。
プロパティーダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスには、ソースアイテムと
ターゲットアイテムの両方についての情報が表示されます。

関連トピック

アイテムをリンクおよびリンク解除する (298 ページ)
リンク：内部および外部 (147 ページ)
[リンク] ビュー (36 ページ)
プロジェクトのプロパティー (361 ページ)
[リンク] ビュー (36 ページ)
リンク：内部および外部 (147 ページ)
プロジェクトのプロパティー (361 ページ)
リンクのプロパティーをカスタマイズする (299 ページ)

リンクのプロパティーをカスタマイズする
1. リンクビューのツールバーで選択にリンクをクリックします。
2. いずれかの StarTeamビュー、Server Explorer、または Eclipse エクスプローラーで、フォルダまたは
別のアイテムにリンクしているアイテムを選択します。
リンクビューに、選択したアイテムのすべてのリンクが表示されます。

3. リンクビューでリンクを右クリックし、プロパティーを選択します。
プロパティーダイアログボックスが表示されます。

4. リンクノードを選択し、特定のリンクプロパティーを表示または変更します。
5. OKをクリックします。
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関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
アイテムをリンクおよびリンク解除する (298 ページ)
リンクアイテムのプロパティーをカスタマイズする (299 ページ)
[リンク] ビュー (36 ページ)
リンク：内部および外部 (147 ページ)
プロジェクトのプロパティー (361 ページ)

リンクを削除する
1. リンクビューを開きます。
2. 選択にリンクをクリックします。
3. いずれかの StarTeamビュー、Server Explorer、または Eclipse エクスプローラーで、リンクのソース
またはターゲットであるフォルダまたはアイテムを選択します。

4. リンクビューで、削除する 1 つ以上のリンクを選択します。
5. 選択したリンクを右クリックして、リンクの削除を選択します。

関連トピック

アイテムをリンクおよびリンク解除する (298 ページ)
[リンク] ビュー (36 ページ)
リンク：内部および外部 (147 ページ)

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。

1. アクティブ処理アイテムを含む変更要求、要件、またはタスクビューを開きます。
Eclipse のステータスバーを見ると、どのアイテムがアクティブ処理アイテムかわかります。
ステータスバーには、アクティブ処理アイテムアイコン、アイテムの名前の順に表示されます。

ヒント: Server Explorerでは、ビューレベルで指定されたアクティブ処理アイテムがある場合に、
アクティブ処理アイテムの情報テキストの前のビューアイコンにも反映されます。

2. リンクビューを開きます。
3. ツールバーの選択にリンクをクリックします。
4. 適切な変更要求、要件、またはタスクビューで、アクティブ処理アイテムを選択します。
[リンク] ビューに、選択したアイテムのすべてのリンクが表示されます。

5. リンクを右クリックしてリンクされたアイテムの選択を選択します。
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リンクされたアイテムのターゲットを含むビューが表示されます。

関連トピック

ファイルで作業する (222 ページ)
アイテムをリンクおよびリンク解除する (298 ページ)
[リンク] ビュー (36 ページ)
リンク：内部および外部 (147 ページ)
チェックインおよびチェックアウトの関連操作 (108 ページ)

ファイルを処理アイテムにリンクする
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. いずれかの Eclipse エクスプローラーで、コンテキストメニューからチーム ➤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表示されます。

2. 処理アイテムを展開し、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。
3. 選択をクリックします。
処理アイテムの選択ダイアログボックスが表示されます。

4. 使用可能な処理アイテムのリストを制限するため、次のうちの 1 つを選択します。

• 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、リストには、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 つに既にリン
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が行
われます。

5. 変更要求、要件、またはタスクタブを選択し、リストに表示するアイテムを特定のタイプに限定しま
す。

6. 処理アイテムのリストから、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。
7. 省略可能：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。

8. 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をクリックします。

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可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。
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関連トピック

アイテムをリンクおよびリンク解除する (298 ページ)

内部および外部からアイテムをリンクする
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することも、異なるサーバー構成上に配置さ
れている 2 つのアイテム間で外部的にリンクする（外部リンクと呼ぶ）ことも可能です。

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
うために、コンテキストメニュー、またはツールバーのリンクボタンを使用してリンクを作成できます。

注: 異なるサーバー構成上にあるアイテム間の外部リンクを作成するときには、外部リンクの作成や確
認ができるように、両方のサーバー構成が Eclipse で開かれている必要があります。

1. StarTeam パースペクティブを開きます。異なる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、両方のサーバー構成およびパースペクティブを開きます。

2. Server Explorerまたはいずれかの Eclipse エクスプローラーでファイルやフォルダを選択するか、ある
いは StarTeam の変更要求、要件、タスク、トピックのいずれかのビューでアイテムを選択します。

3. メインツールバーでリンクの作成/完了をクリックします。
4. 次のものを選択してリンクを完了します。

• 1 つのフォルダ
• （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

すべてのアイテムの場所を見つけるために、別の StarTeam ビューに切り替えたり、変更要求、要件、
タスク、およびトピックビューのツールバーにあるすべての子孫ボタンを使用することが必要になる
ことがあります。

5. リンクを完了するには、メインツールバーで再度リンクの作成/完了をクリックします。

リンクは、どちらの終端を選択しても表示できます。選択する終端の一方は、フォルダであるかアイテムで
あるかにかかわらずソースと呼ばれます。リンクのもう一方の終端はターゲットと呼ばれ、リンクビューの
アイテムのタイプ列に一覧表示されます。

ヒント: リンクの作成完了前であれば、Escを押してリンクの作成を途中で中止できます。

302 | 手順



関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
アイテムをリンクおよびリンク解除する (298 ページ)
リンク：内部および外部 (147 ページ)
リンク：内部および外部 (147 ページ)

特定リビジョンをリンクする
1. [リンク] ビューを開き、リンクビューツールバーの選択にリンクをクリックします。
2. いずれかのStarTeamビュー、サーバー・エクスプローラー、またはEclipseエクスプローラーで、フォ
ルダまたは別のアイテムにリンクしているアイテムを選択します。
リンクビューに、選択したアイテムのすべてのリンクが表示されます。

3. リンクビューでリンクを選択します。
4. 選択したリンクを右クリックし、プロパティーを選択します。
プロパティーダイアログボックスが表示されます。

5. リンクノードを選択します。
6. 省略可能：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、リンクビューのコメント列に表示されます。

7. 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。リストから、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、リンクビューの選択バー
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。

8. 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。リストから、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、リンクビューのアイテムの
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。

9. OKをクリックします。

関連トピック

アイテムをリンクおよびリンク解除する (298 ページ)
[リンク] ビュー (36 ページ)
リンク：内部および外部 (147 ページ)
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リンクされた変更要求を確認する
1. いずれかの Eclipse エクスプローラーで、変更要求にリンクされたファイルを選択します。
2. ファイルを右クリックし、チーム ➤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表示されます。

3. 変更要求セクションを展開します。
このセクションが展開され、このビューにリンクされた変更要求の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。

関連トピック

変更要求で作業する (245 ページ)
アイテムをリンクおよびリンク解除する (298 ページ)
変更要求 (76 ページ)
[変更要求] ビュー (28 ページ)
リンク：内部および外部 (147 ページ)

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
できることを規定する

• 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、プロジェクトのプロパティーを変更するために必要なアクセス権を持っ
ている必要があります。一般的に、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。

関連トピック

プロジェクトで作業する (157 ページ)
チェックイン時に処理アイテムを要求する (305 ページ)
変更要求を処理アイテムとして許可する (305 ページ)
要件を処理アイテムとして許可する (306 ページ)
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タスクを処理アイテムとして許可する (306 ページ)
拡張処理リンクを有効にする (307 ページ)
手順 (157 ページ)
チェックイン時に処理アイテムを要求する (305 ページ)
変更要求を処理アイテムとして許可する (305 ページ)
要件を処理アイテムとして許可する (306 ページ)
タスクを処理アイテムとして許可する (306 ページ)
拡張処理リンクを有効にする (307 ページ)
拡張処理リンクのみを表示する (307 ページ)
アクティブ処理アイテムを設定する (307 ページ)
処理タスクを別のタスクから抽出する (308 ページ)
プロジェクトのプロパティーを表示または変更する (170 ページ)
プロジェクトを作成する (164 ページ)
プロジェクト名または説明を変更する (168 ページ)
リビジョンコメントの入力を強制する (177 ページ)
チェックイン時に排他的ロックを強制する (176 ページ)
拡張処理リンクを有効にする (307 ページ)
処理ルール（プロジェクトのプロパティー） (367 ページ)

チェックイン時に処理アイテムを要求する
1. プロジェクト ➤プロパティーを選択します。
2. StarTeam プロバイダーを展開してプロジェクトを選択します。
3. 処理ルールタブで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。

4. 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。

関連トピック

プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)
プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)

変更要求を処理アイテムとして許可する
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。
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[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。

•

• 処理中チェックボックスをオンにすると、ステータスが [処理中] の変更要求のみを使用できます。
• これらのどちら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。

• ステータスに関係なく、任意の変更要求を処理アイテムとして使用できるようにするには、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。

関連トピック

プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)
プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)

要件を処理アイテムとして許可する
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。
• ステータスに関係なく、任意の要件を処理アイテムとして使用できるようにするには、承認チェック
ボックスをオフにします。

関連トピック

プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)
プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)

タスクを処理アイテムとして許可する
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。
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 [処理中] のタスク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。
• ステータスが [開始可能] または [実行中] のいずれかである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。

• ステータスに関係なく、任意のタスクを処理アイテムとして使用できるようにするには、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。
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関連トピック

プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)
プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)

拡張処理リンクを有効にする
1. プロジェクト ➤プロパティーを選択し、StarTeam プロバイダーを展開します。
2. プロジェクトを選択します。
3. 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ンにします。

関連トピック

プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)
プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)
プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)
処理ルール（プロジェクトのプロパティー） (367 ページ)

拡張処理リンクのみを表示する
1. StarTeam パースペクティブでリンクタブをクリックします。
2. リンクタブツールバーでドロップダウンの矢印を右クリックし、拡張リンクのみ表示を選択します。

これで、リンクのあるアイテムビューでアイテムを選択するとき、リンクビューには拡張リンクのみ表示
され、標準リンクは表示されなくなります。

関連トピック

プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)

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わかってい
る場合に時間を節約できる便利な方法です。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。

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。
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1. StarTeam パースペクティブでプロジェクトを開きます。
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
プンされているビューのリストから選択します。

• 右クリックしてアクティブ処理アイテムに設定➤ビューの選択...を選択してダイアログボックスを
開き、サーバ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、ファイルを追加またはチェックインするときに、デフォルトで選択さ
れます。ただし、ファイルを追加またはチェックインするときに、このデフォルトより優先する適切な別の
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ファイルの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。

関連トピック

フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)
プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)
処理アイテム (115 ページ)
処理リンク (121 ページ)
拡張処理リンクと処理タスク (128 ページ)
拡張処理リンクを有効にする (307 ページ)
処理タスクを別のタスクから抽出する (308 ページ)
プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)

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ー処理できます。

1. StarTeam パースペクティブのタスクビューで、フィルター ➤フィルターを選択します。
フィルター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、新しいフィルター名を入力します。
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別の方法：既存のフィルターを選択して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ーを選択して次の手順から続行します。

3. 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
移動します。

5. OKをクリックします。
6. クエリーをクリックします。クエリーの新規作成ダイアログボックスが開きます。
クエリーダイアログが開きます。

7. 新規...をクリックします。
クエリーの編集ダイアログボックスが表示されます。

8. 新しいクエリーの名前を入力します。
9. 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]

10.追加をクリックしてクエリーに条件を追加します。
11.保存をクリックしてクエリーを保存します。
クエリーダイアログボックスに戻ります。新しいクエリーがクエリーのリストで選択されています。

12.クエリーダイアログボックスで選択をクリックして、ユーザーの新しいフィルターでこのクエリーを
使用します。
フィルター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ーが選択されています。

13.名前を付けて保存...をクリックしてこのフィルターを保存します。

注: 標準タスクのみ表示するフィルターも作成できます。クエリーで、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ーに追加して、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。

関連トピック

プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)

データをクエリーする
クエリーを作成して実行し、変更要求、要件、タスク、トピック、または監査ビューの各種 StarTeam コ
ンポーネントで表示するデータを限定できます。クエリーは、表示される情報の配置を管理するフィルター
よりも複雑です。
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関連トピック

手順 (157 ページ)
クエリーを適用する (310 ページ)
既存のクエリーと照合する (311 ページ)
クエリーをコピーする (311 ページ)
クエリーを作成する (312 ページ)
"Me" クエリーを作成する (313 ページ)
クエリーを削除する (314 ページ)
クエリーを編集する (315 ページ)

クエリーを適用する
1. Server Explorer、または変更するタスクを含む Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
2. 次のいずれかのビューを開きます。

• 変更要求
• 要件
• タスク
• トピック
• 監査

3. フィルター ➤クエリーを選択します。
クエリーダイアログが開きます。

4. リストボックスからクエリーを選択します。
5. 選択をクリックして、ビューに表示されているアイテムにクエリーを適用します。
これによってビューの内容が変わり、クエリーの指定に一致するアイテムだけが表示されるようになり
ます。

クエリーの結果に満足できない場合は、もう一度クエリーダイアログボックスを開いてクエリーのクリア
をクリックし、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。

関連トピック

データをクエリーする (309 ページ)
既存のクエリーと照合する (311 ページ)
クエリーをコピーする (311 ページ)
クエリーを作成する (312 ページ)
"Me" クエリーを作成する (313 ページ)
クエリーを削除する (314 ページ)
クエリーを編集する (315 ページ)
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既存のクエリーと照合する
1. Server Explorer、または変更するタスクを含む Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
2. 変更要求、要件、タスク、またはトピックビューを開きます。
このオプションは、監査ビューでは利用できません。

3. 選択 ➤クエリーでを選択します。
クエリーの選択ダイアログボックスが表示され、すべての既存クエリーが表示されます。

4. 興味のあるクエリーを選択します。
5. OKをクリックします。
クエリーに一致したアイテムがビューで強調表示されます。

関連トピック

データをクエリーする (309 ページ)
クエリーを適用する (310 ページ)
クエリーをコピーする (311 ページ)
クエリーを作成する (312 ページ)
"Me" クエリーを作成する (313 ページ)
クエリーを削除する (314 ページ)
クエリーを編集する (315 ページ)

クエリーをコピーする
1. Server Explorer、または変更するタスクを含む Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
2. 変更要求、要件、タスク、トピック、または監査ビューを開きます。
3. リストボックスからフィルター ➤クエリーを選択します。
クエリーダイアログが開きます。

4. 編集するクエリーをリストから選択します。
パブリッククエリーではクエリー名の左側に複数ユーザーアイコンが表示され、プライベートクエリー
ではシングルユーザーアイコンが表示されます。

5. コピー...をクリックします。
クエリーのコピーダイアログボックスが表示されます。

6. 新しいクエリーの名前を新しいクエリーの名前テキストボックスに入力します。
7. パブリックチェックボックスをオンにし、このクエリーをプロジェクト（およびサーバー構成）に追加
します。
これにより、適切なアクセス権を持つすべてのユーザーがこのクエリーを使用できるようになります。
パブリックチェックボックスをオフにした場合は、クエリーはプライベートになり、自分のユーザーID
でしか使えないようになります。

8. OKをクリックします。
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新しいクエリーがクエリーダイアログボックスに表示されます。
9. 閉じるをクリックします。

関連トピック

データをクエリーする (309 ページ)
クエリーを適用する (310 ページ)
既存のクエリーと照合する (311 ページ)
クエリーを作成する (312 ページ)
"Me" クエリーを作成する (313 ページ)
クエリーを削除する (314 ページ)
クエリーを編集する (315 ページ)

クエリーを作成する
ヒント: クエリー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
ものを指定することが最適です。

1. Server Explorer、または変更するタスクを含む Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
2. 変更要求、要件、タスク、トピック、または監査ビューを開きます。
3. 対応するビューのツールバーでフィルター ➤クエリーを選択します。
クエリーダイアログが開きます。

4. 新規...をクリックします。
クエリーの新規作成ダイアログが表示されます。

5. クエリーの名前を入力し、パブリックチェックボックスをオンにして、このクエリーをプロジェクトと
サーバー構成に追加します。
これにより、適切なアクセス権を持つすべてのユーザーがこのクエリーを使用できるようになります。
パブリックチェックボックスをオフにした場合、クエリーはプライベートになり、自分のユーザー ID
でのみ使用できるようになります。

6. フィールドおよび演算子を選択します。
7. 値を入力するか選択します。
8. 追加をクリックして、この条件をクエリーツリーに入れます。
クエリー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 ではこの論理演算子は無視されます。

注: クエリーをテキスト形式で表示するには、テキストとして表示をクリックします。デフォルト
の論理 AND演算子はクエリー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、こ
のウィンドウを閉じます。

9. 省略可能：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ーツリーノードを作成します。
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AND•
• OR
• NOT

10.この新しい条件のフィールドを選択します。
11.追加...をクリックします。
12.その他の条件を追加し、保存をクリックします。
パブリックのクエリーでは、場合により、アクセス権を許可する必要があります。
クエリー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ーが表示され、データのクエリー用に
選択できます。

関連トピック

データをクエリーする (309 ページ)
クエリーを適用する (310 ページ)
既存のクエリーと照合する (311 ページ)
クエリーをコピーする (311 ページ)
"Me" クエリーを作成する (313 ページ)
クエリーを削除する (314 ページ)
クエリーを編集する (315 ページ)

"Me" クエリーを作成する
"Me"クエリーでは、クエリー作成時に特定ユーザー名を指定せずに、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ーをセットアップできます。

"Me" クエリーを作成するには：

1. フォルダーツリーでフォルダを選択します。
2. 右上のペインで、クエリーを実行するアイテムタイプのコンポーネントタブを選択します。
3. フィルターのドロップダウンボタンをクリックし、クエリーを選択します。
クエリー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、クエリーの新規作成ダイアログボックスを開きます。
5. クエリーの名前を入力します。たとえば、Meと入力します。
6. パブリックチェックボックスをオンにし、このクエリーをプロジェクトおよびサーバー構成に追加しま
す。これにより、適切なアクセス権を持つすべてのユーザーがこのクエリーを使用できるようになりま
す。
パブリックチェックボックスをオンにし、クエリーをプライベートにします。このシステムにログイン
しているそのユーザー以外のどのユーザーも、このクエリーを表示できません。

7. 条件ノード領域にあるフィールドドロップダウンボックスで作成者を選択します。
8. 演算子ドロップダウンボックスでが右の値と等しいを選択します。
9. 値ドロップダウンボックスで 'Me'を選択します。
10.追加をクリックして、この条件をクエリーツリーに入れます。
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クエリーツリーにはデフォルトで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 ではこの論理演算子は無視されます。

11.保存をクリックします。
クエリーダイアログボックスに、新しい "Me" クエリーが含まれます。このクエリーを選択すると、コ
ンピュータにログインしたユーザーによって作成されたデータをフィルタリングできます。

関連トピック

データをクエリーする (309 ページ)
クエリーを適用する (310 ページ)
既存のクエリーと照合する (311 ページ)
クエリーをコピーする (311 ページ)
クエリーを作成する (312 ページ)
クエリーを削除する (314 ページ)
クエリーを編集する (315 ページ)

クエリーを削除する
注:

• パブリッククエリーを削除するには、適切なアクセス権が必要で
す。

• フィルターで参照しているクエリーは削除できません。

1. Server Explorer、または変更するタスクを含む Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
2. 変更要求、要件、タスク、トピック、または監査ビューを開きます。
3. 対応するビューのツールバーでフィルター ➤クエリーを選択します。
クエリーダイアログが開きます。

4. 削除するクエリーを選択します。
5. 削除をクリックします。
6. OKをクリックします。
クエリーダイアログボックスからクエリーが削除されます。

7. 閉じるをクリックします。

関連トピック

データをクエリーする (309 ページ)
クエリーを適用する (310 ページ)
既存のクエリーと照合する (311 ページ)
クエリーをコピーする (311 ページ)
クエリーを作成する (312 ページ)
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"Me" クエリーを作成する (313 ページ)
クエリーを編集する (315 ページ)

クエリーを編集する
1. Server Explorer、または変更するタスクを含む Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
2. 変更要求、要件、タスク、トピック、または監査ビューを開きます。
3. 対応するビューのツールバーでフィルター ➤クエリーを選択します。
クエリーダイアログが開きます。

4. 編集するクエリーをリストから選択し、編集...をクリックします。
クエリー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。
クエリーダイアログボックスが再度表示されます。

7. 閉じるをクリックします。

関連トピック

データをクエリーする (309 ページ)
クエリーを適用する (310 ページ)
既存のクエリーと照合する (311 ページ)
クエリーをコピーする (311 ページ)
クエリーを作成する (312 ページ)
"Me" クエリーを作成する (313 ページ)
クエリーを削除する (314 ページ)

データをフィルタリングする
フィルター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）クエリーからなるデータを特定の配置で表示できます。一度フィルターを作成すると、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。

関連トピック

手順 (157 ページ)
事前定義フィルターを適用する (316 ページ)
フィルターをコピーする (316 ページ)
フィルターを削除する (317 ページ)
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フィルターを編集する (318 ページ)
フィルターをリセットする (319 ページ)

事前定義フィルターを適用する
適切なアクセス権を持っているチームメンバは、同じサーバー構成のすべてのプロジェクトでパブリック
フィルターを使用できます。ユーザーが明確にプライベートフィルターとして作成したフィルターには、
作成したユーザーのユーザー ID でのみアクセスできます。

1. Server Explorer、または変更するタスクを含む Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
2. 次のいずれかのビューを開きます。

• 変更要求
• 要件
• タスク
• トピック
• 監査

3. フィルターリストボックスからフィルターを選択します。
別の方法：対応するビューのツールバーでフィルターを選択します。事前定義フィルターのリストから
フィルターを選択します。

4. OKをクリックします。
ビューのデータは、フィルターに一致するデータのみに制限されます。

関連トピック

データをフィルタリングする (315 ページ)
フィルターをコピーする (316 ページ)
フィルターを削除する (317 ページ)
フィルターを編集する (318 ページ)
フィルターをリセットする (319 ページ)
フィルターとクエリー (145 ページ)
フィルター (461 ページ)

フィルターをコピーする
元のフィルターにクエリーが含まれている場合、新しいフィルターは同じステータス（パブリックまたはプ
ライベート）でなければなりません。

1. Server Explorer、または変更するタスクを含む Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
2. 変更要求、要件、タスク、トピック、または監査ビューを開きます。
3. ツールバーのリストボックスからフィルター ➤フィルターを選択します。
フィルターダイアログボックスが開きます。
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4. フィルターリストボックスからフィルターを選択します。
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ーを保存ダイアログボックスが表示されます。

6. 新しいフィルター名を入力します。
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。
フィルターにクエリーが含まれている場合、新しいフィルターのステータスは元のフィルターのステー
タスと同じである必要があります。

8. OKをクリックしてフィルターダイアログボックスに戻ります。
フィルターダイアログボックスに戻ります。

9. 次のいずれかを行います。

• 選択をクリックして、新しいフィルターをビューに適用します。
• 閉じるをクリックして、新しいフィルターを適用せずに終了します。

関連トピック

データをフィルタリングする (315 ページ)
事前定義フィルターを適用する (316 ページ)
フィルターを削除する (317 ページ)
フィルターを編集する (318 ページ)
フィルターをリセットする (319 ページ)
フィルターとクエリー (145 ページ)
フィルター (461 ページ)

フィルターを削除する
1. Server Explorer、または変更するタスクを含む Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
2. 変更要求、要件、タスク、トピック、または監査ビューを開きます。
3. 対応するビューのツールバーでフィルター ➤フィルターを選択します。
4. 削除するフィルターをフィルター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。
確認ウィンドウが表示されます。

6. OKをクリックします。
フィルターダイアログボックスに戻ります。

7. 閉じるをクリックします。

関連トピック

データをフィルタリングする (315 ページ)
事前定義フィルターを適用する (316 ページ)
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フィルターをコピーする (316 ページ)
フィルターを編集する (318 ページ)
フィルターをリセットする (319 ページ)
フィルターとクエリー (145 ページ)
フィルター (461 ページ)

フィルターを編集する
1. Server Explorer、または変更するタスクを含む Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
2. 変更要求、要件、タスク、トピック、または監査ビューを開きます。
3. 対応するビューのツールバーでドロップダウンメニューをクリックし、フィルター ➤フィルターを選
択します。
フィルターダイアログボックスが開きます。

4. フィルターリストボックスからフィルターを選択します。
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。

• クエリーボタン：クエリーに一致したアイテムだけがビューに表示されるように絞り込みを行いま
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ーを保存ダイアログボックスが表示されます。

注: フィルターの名前は変更しないでください。

7. OKをクリックします。
フィルター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。

• 選択をクリックして、編集したフィルターをビューに適用します。
• 閉じるをクリックして、編集したフィルターを適用せずに終了します。

関連トピック

データをフィルタリングする (315 ページ)
事前定義フィルターを適用する (316 ページ)
フィルターをコピーする (316 ページ)
フィルターを削除する (317 ページ)
フィルターをリセットする (319 ページ)
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フィルターをリセットする
フィルターを適用した後で、ビューのデータを並べ直したり、新しいクエリーを適用したりできます。新し
いデータを表示した後、フィルターをサーバー上で定義されていた元の内容にリセットできます。

1. Server Explorer、または変更するタスクを含む Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
2. 変更要求、要件、タスク、トピック、または監査ビューを開きます。
3. フィルター ➤現在の設定をリセットを選択します。
システムから「次のフィルターをリセットしてよろしいですか:<フィルター名>？」という確認メッセー
ジが表示されます。

4. OKをクリックします。

フィルターがリセットされ、アスタリスクが消えます。

関連トピック

データをフィルタリングする (315 ページ)
事前定義フィルターを適用する (316 ページ)
フィルターをコピーする (316 ページ)
フィルターを削除する (317 ページ)
フィルターを編集する (318 ページ)
フィルターとクエリー (145 ページ)
フィルター (461 ページ)

プロパティーのフィールドをカスタマイズする
ここでは、プロパティーフィールドのカスタマイズに関連する手順について説明します。

関連トピック

手順 (157 ページ)
プロパティーフィールドを新規作成する (320 ページ)
日付/時刻フィールドを設定する (321 ページ)
テキストフィールドを設定する (321 ページ)
ユーザー ID フィールドを設定する (322 ページ)
カスタムプロパティーフィールドを表示する (323 ページ)
ユーザー定義プロパティーフィールド (154 ページ)
アイテムのプロパティーのカスタマイズ (410 ページ)
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プロパティーフィールドを新規作成する
カスタムフィールドを作成する前に、別のユーザーが確実にアクセスできないようにするため、StarTeam
Server 管理者に stcmd コマンドラインを使用してサーバーを排他的にロックするよう依頼します。

プロパティーフィールドは各アイテムに対して、いくつでも作成することができます。新しいフィールド
は、日時、列挙型、整数、実数、テキスト、ユーザー ID のいずれのタイプにもできます。

1. サーバー・エクスプローラーでファイルまたはフォルダを右クリックし、詳細➤カスタマイズを選択し
ます。
別の方法1：[変更要求]、[要件]、[タスク]、または[トピック]ビューを開き、アイテムを右クリックし
て詳細➤カスタマイズを選択します。別の方法 2：いずれかの Eclipse エクスプローラーでファイルま
たはフォルダを右クリックし、チーム ➤詳細 ➤カスタマイズを選択します。
カスタマイズダイアログボックスが表示されます。

2. カスタマイズダイアログボックスで、カスタマイズ可能なフィールドを見つけます。
フィールドとそれに付属しているアイコンは次のとおりです。

• アプリケーションフィールド。この種のフィールドは常に列挙型であり、完全にカスタマイズできま
す。ユーザーは値の追加、無効化、名前変更、および順序変更を行うことができます。

• 新しいフィールド。この種のフィールドは、上記で挙げたタイプのいずれかであり、完全にカスタマ
イズすることができます。新しいフィールドを無効にすると、アイコンは灰色に変わります。

• 制限された列挙型。この種のフィールドについては、値の表示名しか変更できません。

通常、この種のフィールドは、変更できないワークフロー特性を備えています。

3. 追加...をクリックします。
フィールドの追加ダイアログボックスが表示されます。

4. フィールド名テキストボックスに、データベースで使用する新規フィールドの名前を入力します。
この名前には英数字のみを使用し、スペースは入れないでください。フィールド名には（Usr_ を含め
て）31字未満のASCII 文字を使用できます。また、アプリケーションがサポートするデータベースの1
つ以上で使用できない文字（=\\.^$@,;!:#*&<>?-//%|[](())+"）を含めることはできません。いっ
たん OKをクリックすると、フィールド名の再変更ができなくなるので、フィールド名の選定には注意
してください。

5. 表示名テキストボックスに、ユーザーに対して表示するラベルを入力します。
6. タイプリストボックスからタイプを選択し、そのタイプに必要な手順に従います。

関連トピック

プロパティーのフィールドをカスタマイズする (319 ページ)
日付/時刻フィールドを設定する (321 ページ)
テキストフィールドを設定する (321 ページ)
ユーザー ID フィールドを設定する (322 ページ)
カスタムプロパティーフィールドを表示する (323 ページ)
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日付/時刻フィールドを設定する
この手順は、「プロパティーフィールドを新規作成する」に続くものです。

1. アイテムを選択します。
2. 詳細 ➤カスタマイズを選択します。
別の方法：チーム ➤詳細 ➤カスタマイズを選択します。
カスタマイズダイアログボックスが表示されます。

3. タイプテキストボックスで時間を選択します。
4. 省略可能：ロケールに適した形式で、デフォルト値テキストボックスにデフォルトの日付や時刻を入力
します。
プロパティーとしてこのフィールドを使用するすべての既存のアイテムで、この値が自動的に使用され
ます。また、新規作成したアイテムのデフォルト値としても、この値が使用されます。この値は、アイ
テムのプロパティーダイアログボックスのカスタムタブを使用して変更できます。日付/時刻フィール
ドにデフォルト値を設定しないと、手動で値を入力しない限り、値は空欄のままとなります。

5. OKをクリックします。

関連トピック

プロパティーのフィールドをカスタマイズする (319 ページ)
プロパティーフィールドを新規作成する (320 ページ)
テキストフィールドを設定する (321 ページ)
ユーザー ID フィールドを設定する (322 ページ)
カスタムプロパティーフィールドを表示する (323 ページ)

テキストフィールドを設定する
この手順は、「プロパティーフィールドを新規作成する」に続くものです。

注: テキストフィールドには、それぞれ異なるデータが入ることが多いため、デフォルト値を設定する
ことができません。

1. サーバー・エクスプローラーでファイルまたはフォルダを右クリックし、詳細➤カスタマイズを選択し
ます。
別の方法1：[変更要求]、[要件]、[タスク]、または[トピック]ビューを開き、アイテムを右クリックし
て詳細➤カスタマイズを選択します。別の方法 2：いずれかの Eclipse エクスプローラーでファイルま
たはフォルダを右クリックし、チーム ➤詳細 ➤カスタマイズを選択します。

2. フィールドの追加ダイアログボックスから、タイプ ➤テキストを選択します。
長さテキストボックスには、デフォルトの最大長（255文字）をそのまま使用することもできますが、
2 ～ 20,000 までの文字数を指定することも可能です。
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注: ダイアログボックスを閉じた後は、数値を変更できないので、事前に [長さ]の値が適切である
かどうかを確認してください。

3. このフィールドを入力必須フィールドにする場合は、入力必須チェックボックスをオンにします。
必須フィールドはファイルのプロパティーダイアログボックス以外に影響を与えないため、ファイルの
プロパティーに使用されることはほとんどありません。

関連トピック

プロパティーのフィールドをカスタマイズする (319 ページ)
プロパティーフィールドを新規作成する (320 ページ)
日付/時刻フィールドを設定する (321 ページ)
ユーザー ID フィールドを設定する (322 ページ)
カスタムプロパティーフィールドを表示する (323 ページ)

ユーザー ID フィールドを設定する
この手順は、「プロパティーフィールドの新規作成」に続くものです。

1. サーバー・エクスプローラーでファイルまたはフォルダを右クリックし、詳細➤カスタマイズを選択し
ます。
別の方法1：[変更要求]、[要件]、[タスク]、または[トピック]ビューを開き、アイテムを右クリックし
て詳細➤カスタマイズを選択します。別の方法 2：いずれかの Eclipse エクスプローラーでファイルま
たはフォルダを右クリックし、チーム ➤詳細 ➤カスタマイズを選択します。

2. フィールドの追加 ➤ユーザー ID ➤タイプをクリックします。
3. このフィールドを必須フィールドにするには、入力必須チェックボックスをオンにします。
必須フィールドはファイルのプロパティーダイアログボックス以外に影響を与えないため、ファイルの
プロパティーに使用されることはほとんどありません。

4. OKをクリックします。

関連トピック

プロパティーのフィールドをカスタマイズする (319 ページ)
プロパティーフィールドを新規作成する (320 ページ)
日付/時刻フィールドを設定する (321 ページ)
テキストフィールドを設定する (321 ページ)
カスタムプロパティーフィールドを表示する (323 ページ)
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カスタムプロパティーフィールドを表示する
1. Server Explorer、または変更するタスクを含む Eclipse エクスプローラーでフォルダを選択します。
2. 次のいずれかを行います。

• 変更要求、要件、タスク、トピックなどのアイテムビューを開きます。
• サーバー・エクスプローラーまたはいずれかの Eclipse エクスプローラーでファイルを選択します。

3. プロパティーを選択します。
プロパティーダイアログボックスが表示されます。

4. 次のいずれかを行います。

• いずれかのEclipseエクスプローラーからファイルを選択する場合、StarTeamプロバイダーを展開
してファイルノードを選択し、カスタムタブをクリックします。

• いずれかのアイテムビューで作業している場合、カスタムタブをクリックします。

カスタムタブには、選択したアイテムに対して作成されたすべてのカスタムフィールドが表示されま
す。

5. OKをクリックします。

関連トピック

プロパティーのフィールドをカスタマイズする (319 ページ)
プロパティーフィールドを新規作成する (320 ページ)
日付/時刻フィールドを設定する (321 ページ)
テキストフィールドを設定する (321 ページ)
ユーザー ID フィールドを設定する (322 ページ)
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参照
ここでは、StarTeam Eclipse Client についての参照情報を提供します。

関連トピック

メニューおよびツールバー (324 ページ)
オプション設定 (327 ページ)
プロジェクトのプロパティー (361 ページ)
StarTeam ビュー (387 ページ)
変更要求 (391 ページ)
[詳細] ビューのカスタマイズ用テンプレート (396 ページ)
アイテムのプロパティーのカスタマイズ (410 ページ)
フィールド (412 ページ)
フィルター (461 ページ)
クエリー (465 ページ)
プロジェクトの構造 (472 ページ)
用語 (474 ページ)
一括チェックアウトユーティリティのコマンドラインオプション (485 ページ)
StarTeam キーワード一覧 (492 ページ)

メニューおよびツールバー
ここでは、StarTeam Eclipse Client に用意されているメニューおよびツールバーの詳細について説明しま
す。

関連トピック

参照 (324 ページ)
StarTeam Eclipse Client メニュー (325 ページ)
ツールバーボタン (326 ページ)
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StarTeam Eclipse Client メニュー
StarTeamEclipseClientには、StarTeamメニューというメインメニューが1つだけあります。StarTeam
メニューに用意されているオプションは開発時にいつでもアクセスできるメイン機能ですが、その他の多く
のコンテキストメニューオプションには現在の選択内容に関するタスクのみが表示されます。StarTeam
メインメニューは、StarTeam パースペクティブまたはビューを開いている状態で表示されます。

StarTeamメインメニューには、次のオプションが用意されています。

説明メニューコマンド

StarTeamServerで使用できる新しいStarTeamプロジェ
クトを作成します。

プロジェクト|新規作成

現在のプロジェクトの [プロパティー] ダイアログボック
スを起動します。

プロジェクト|プロパティー

現在のプロジェクト内に新しいStarTeamビューを作成し
ます。

ビュー|新規作成

現在のビューのプロパティーダイアログボックスを起動
します。

ビュー|プロパティー

現在のビューを確認、追加、編集、またはプロモートする
ためのプロパティーダイアログボックスを起動します。

ビュー|プロモーション

現在のビューのラベルを確認、作成、編集、または削除す
るためのプロパティーダイアログボックスを起動します。

ビュー|ラベル

現在のプロジェクトまたは選択したフォルダ内に新しい
StarTeam フォルダを作成します。

フォルダ|新規作成

デフォルトの作業フォルダの場所を使用して、ローカル作
業フォルダを作成します。

フォルダ|作業フォルダの作成

現在のフォルダのプロパティーダイアログボックスを起
動します。

フォルダ|プロパティー

現在のフォルダのラベルを確認、作成、編集、または削除
するためのプロパティーダイアログボックスを起動しま
す。

フォルダ|ラベル

カスタムフィールドを追加、編集、有効化、または無効化
するためのカスタマイズダイアログボックスを起動しま
す。

フォルダ|詳細|カスタマイズ

現在のフォルダの構成を変更するためのアイテムの動作
ダイアログボックスを起動します。

フォルダ|詳細|動作
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関連トピック

メニューおよびツールバー (324 ページ)
パースペクティブとビューを開く (50 ページ)
ビュー (22 ページ)
パースペクティブ (19 ページ)
StarTeam のコンポーネント (66 ページ)

ツールバーボタン

Syntax:
StarTeam パースペクティブまたはビューで作業する場合、ツールバーに別途備えられているクイックリ
ファレンスボタンを使用します。これらのボタンは、次のオプションに対応しています。

実行されるアクションアイコン

StarTeam Server に発信変更を戻す

すべての変更および Eclipse で作成された新しいファイルを StarTeam Server に送信し
ます。

StarTeam Server に発信変更を戻してファイルをロック解除する

すべての変更およびEclipseで作成された新しいファイルをStarTeamServerに送信し、
ファイルをロック解除します。

StarTeam Server に発信変更を戻してファイルをロック解除する

すべての変更およびEclipseで作成された新しいファイルをStarTeamServerに送信し、
ファイルをロック解除します。

StarTeam Server から着信変更を取得する

StarTeam Server からのすべての変更および新しいファイルを Eclipse に渡します。

ファイルをロックする

現在選択されているファイルをロックします。

ファイルをロック解除する

現在選択されているファイルをロック解除します。

新しい StarTeam Server 接続を作成する

新しいサーバー構成用の StarTeam Server 接続情報を入力し、それをサーバー・エクス
プローラーのリストに追加します。
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実行されるアクションアイコン

新しい StarTeam プロジェクトを作成する

使用可能な StarTeam Server に新しい StarTeam プロジェクトを作成します。

StarTeam プロジェクトに新しいビューを作成する

現在の StarTeam プロジェクト内に新しい StarTeam ビューを作成します。

StarTeam プロジェクトに新しいフォルダを作成する

現在のプロジェクト、ビュー、または選択したフォルダ内に新しいStarTeamフォルダを
作成します。

リンクを作成/完了する

選択した StarTeam アイテムまたはフォルダをリンクします。

StarTeam アイテムを検索する

StarTeam 検索タブ付きの標準の Eclipse検索ダイアログボックスを起動します。この
タブでは、検索条件を入力できます。

関連トピック

メニューおよびツールバー (324 ページ)
プロジェクトを検索する (216 ページ)

オプション設定
StarTeamでは、ユーザーおよびそのチームメンバはそれぞれの好みに合わせて多くの個人的オプションを
カスタマイズできます。

注: いくつかの Eclipse Workbench オプションは、StarTeam オプションと連携したり、StarTeam
Eclipse Client 設定を上書きしたりします。

関連トピック

参照 (324 ページ)
オプション (328 ページ)
変更要求オプション (330 ページ)
コンソールオプション (333 ページ)
ファイルオプション (334 ページ)
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フォルダオプション (339 ページ)
マッピングオプション (341 ページ)
ラベル装飾オプション (344 ページ)
ラベル装飾（プロバイダ用）オプション (346 ページ)
ラベル装飾（サーバー・エクスプローラー用）オプション (347 ページ)
パスワード管理オプション (348 ページ)
要件オプション (349 ページ)
StarTeamMPX オプション (352 ページ)
タスクオプション (353 ページ)
トピックオプション (356 ページ)
ワークスペースオプション (359 ページ)
オプションを設定する (50 ページ)
個人的オプション (150 ページ)
オプションを設定する (50 ページ)
個人的オプション (150 ページ)

オプション
Window➤ Preferences➤チーム➤ StarTeam全般的な StarTeamオプション設定では、ワークステー
ションの動作方法に影響する各種オプションを選択できます。

デフォルト設定説明アイテム

プロンプトStarTeam で操作を実行する前に、こ
の設定を使用して、未保存の編集の処

操作前に編集中のエディターの内容を
保管する

理方法を選択できます。次のいずれか
を選択します。

• なし：StarTeam 操作を開始する
前に、未保存の編集を保存しませ
ん。

• プロンプト：StarTeam 操作を開
始する前に、未保存の編集を保存
するかどうかを確認するプロンプ
トを表示します。

• 自動保管：StarTeam 操作を開始
する前に、編集を自動的に保存し
ます。

プロンプト共用後のデフォルトの同期、チェック
イン、またはチェックアウトアクショ

共用後の同期化、チェックイン、また
はチェックアウト
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デフォルト設定説明アイテム

ンを指定します。次のいずれかを選択
します。

• なし：StarTeam 操作の開始後に
同期しません。

• プロンプト：チェックインまたは
チェックアウト操作後に、同期す
るかどうかを確認するプロンプト
を表示します。

30保持する最大コメント数を指定しま
す。

コメント履歴

プロンプトServerExplorerでサーバーを選択した
ときに実行するデフォルトのアクショ

StarTeam Server に接続

ンを指定します。次のいずれかを選択
します。

• なし：サーバーに接続しません。
オフラインで作業します。

• プロンプト：サーバーに接続する
かどうかを確認するプロンプトを
常に表示します。

• 常に：ユーザーに確認せずにサー
バーに常に接続します。

未指定アイテムビューで選択したアイテムを
ダブルクリックしたときにどのスタイ

プロパティーエディターのスタイル

ルのプロパティーエディターを開くか
を指定します。次のいずれかを選択し
ます。

• 組み込みエディター：選択したア
イテムをダブルクリックすると、
非モーダルの組み込みエディター
が開きます。

• プロパティー・ダイアログ：選択
したアイテムをダブルクリックす
ると、モーダルのプロパティーダ
イアログボックスが開きます。

• 複数行テキストフィールドでテキ
ストを折り返す

• 新しい日時コントロールを使用：
コンボボックスの代わりにEclipse
カレンダーコントロールを表示し
ます。
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デフォルト設定説明アイテム

• 編集中のエディターのキャンセル
時に確認を表示する

• 組み込み代替プロパティーエディ
ター：代替プロパティーエディ
ターを組み込みエディターとして
開くことができるようにします。

すべてのビューを選択サーバー構成への接続を開くと、すべ
ての StarTeam ビューが更新され、

ビューを選択したものにリンク

サーバー・エクスプローラーで現在選
択されているサーバー構成の内容が反
映されます。リポジトリに格納されて
いる情報の量によっては、すべての情
報をロードするのに時間がかかること
があります。この設定では、チェック
ボックスのオン/オフを切り替えて、更
新するビューを指定できます。

 
注: これらの設定をデフォルト値に戻すには、デフォルトに戻すをクリックします。

関連トピック

オプション設定 (327 ページ)
オプションを設定する (50 ページ)
個人的オプション (150 ページ)

変更要求オプション
Window ➤ Preferences➤チーム ➤ StarTeam ➤変更要求

変更要求オプションでは、アプリケーションで変更要求が既読であるかどうかの判断に使用される条件を指
定できます。また、アプリケーションが新規の変更要求を検索する頻度と、変更要求のロックの問題の処理
方法を指定することもできます。

デフォルト設定説明アイテム

手動で既読にマークしたときのみ次のいずれかのオプションを選択しま
す。

既読としてマーク

• 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。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。

• 一定時間選択したとき：___
（秒）：変更要求を指定した秒数
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デフォルト設定説明アイテム

以上選択すると、既読としてマー
クします。範囲は15から9999秒
です。

• 手動で既読にマークしたときのみ：
[変更要求] ビューのコンテキスト
メニューから [既読としてマーク]
を選択すると、選択した変更要求
を既読としてマークします。

注: 変更要求は、そのプロパ
ティーを表示すると、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：10 分間隔

次のオプションを設定できます。システムトレイ通知

• 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。

未指定次のいずれかのオプションを選択しま
す。

ロック

• 変更要求を編集時に排他的にロッ
クする：プロパティーダイアログ
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
チェックボックスがオフの場合、
プロパティー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
後に解除する：変更要求のプロパ
ティーの編集後、OKをクリックし
て新しいリビジョンを作成したと
きに、変更要求のロックを解除し
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。
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デフォルト設定説明アイテム

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、変更要求を
開くと、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を作成する
と、手動でロックした変更要求の
ロックは解除されます。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。これらの変更要求のロック
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とき
（開く前に既にロックされていな
い場合）に解除されます。

ID ベースの URL の生成次を指定します。URL オプション

• 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
を生成するために使用する特別な
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、
アイテムのタイプを指定し、名前
と番号でそのアイテムを識別する
デフォルトの HTML 表現が使用さ
れます。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場合、
~~*~~の変数は指定したプロパ
ティーの値に置換されます。変数
は、（Cross-Platform Client に用
意されている）レポートテンプ
レートで使用されているものと同
じ名前、またはプロパティーの表
示名を使用して参照できます。表
示名を使用すると、スペースを省
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デフォルト設定説明アイテム

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
対して次のようなサンプルのテン
プレートを使用したとします。
Change Request:~~CR
Number~~:~~CreatedBy~~
の HTML 表現は Change
Request:38,849:Tom Smith
となります。

• ID ベースの URL の生成：URL を
名前ではなく IDで指定します。た
とえば、URLにIDを使用した場合
は
starteam://hostname:49201/12;ns=Project;scheme=id
となり、名前を使用した場合は
starteam://hostname:49201/myproject
となります。

注: フォルダでは常にIDベー
スの URL が使用されます。

 

関連トピック

オプション設定 (327 ページ)
オプションを設定する (50 ページ)
変更要求で作業する (245 ページ)
アイテムをロックおよびロック解除する (236 ページ)
個人的オプション (150 ページ)

コンソールオプション
Window ➤ Preferences➤チーム ➤ StarTeam ➤コンソールを選択します。コンソールオプション設
定では、StarTeam コンソールを構成できます。

デフォルト設定説明アイテム

オフオンにした場合、コンソールウィンド
ウが表示されます。

コンソールを使用可能にする

未指定有効にした場合、コンソールへの行出
力の幅を指定します。このオプション

固定幅コンソール

を有効にすると、Character width オ
プション設定を使用してコンソール幅
を指定できます。
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デフォルト設定説明アイテム

80コンソールへの行出力の幅を指定しま
す。固定幅コンソールオプションを有

文字幅

効にしたときに、このオプションを指
定できます。

有効コンソールによってバッファに入れら
れる文字数を制限します。このオプ

コンソール出力の制限

ションをコンソールのバッファー・サ
イズ (文字) オプションと共に使用し
て、コンソールバッファサイズを設定
します。

500000 文字このオプションをコンソール出力の制
限オプションと共に使用して、コン

コンソールのバッファー・サイズ (文
字)

ソールによってバッファに入れられる
文字数を設定します。

未指定コンソールビューに StarTeam コマ
ンドの出力を表示します。

コマンド実行時にStarTeamコンソー
ルを自動的に表示する

注: このオプションを有効にした
場合、コマンド操作の速度が低下
する可能性があります。

コマンドライン：黒、メッセージ：
青、エラー：赤

StarTeam コンソールの次のテキスト
色をカスタマイズできます。

コンソール・テキストの色設定

• コマンドライン
• メッセージ
• エラー

 

関連トピック

オプション設定 (327 ページ)
オプションを設定する (50 ページ)
個人的オプション (150 ページ)

ファイルオプション
Window ➤ Preferences➤チーム ➤ StarTeam ➤ファイルを選択します。ファイルオプションでは、
チェックアウト、ロック、マージ、改行、ファイルエンコード、および表示テンプレートを選択できます。

デフォルト設定説明アイテム

未指定次のいずれかのオプションを選択しま
す。

チェックアウト
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デフォルト設定説明アイテム

• チェックアウトしたファイルの最
終変更日時を使用する：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
クアウトした日時になります。こ
のチェックボックスがオフの場
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。

• 低速接続用に最適化する：データ
転送の高速化を目的として、チェッ
クアウト操作時に差分（作業フォ
ルダ内のリビジョンとチェックア
ウト対象のリビジョンの差）のみ
を送信します。このチェックボッ
クスをオフにすると、常にファイ
ルのリビジョン全体が送信されま
す。

統合環境では非排他的ロックを使用す
る

次のいずれかのオプションを選択しま
す。

ロック

• チェックアウト時にファイルを排
他的にロックする：チェックアウ
トダイアログボックスのデフォル
トのロックステータスオプション
を排他的に設定します。この
チェックボックスがオフの場合、
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
クをクリアする：チェックアウト
ダイアログボックスのデフォルト
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
チェックボックスがオフの場合、
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することも
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
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い場合は、通常、マージしたファ
イルで競合は起きません。

• ロックされていない作業ファイル
を読み取り専用としてマークする：
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、ファイルのロック解除を行っ
たとき、ロックされていない作業
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スがオン
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。

• 変更時にファイルリビジョンを確
認する：ワークスペース内でファ
イルを編集したときに、リポジト
リ内にそれより新しいバージョン
が存在するかどうかがチェックさ
れます。新しいバージョンが存在
する場合、変更を続行する前に最
新バージョンをチェックアウトす
るように求められます。

• 変更時にファイルをロックする：
StarTeam で管理されているすべ
てのファイルを読み取り専用に設
定します。

常にマージ・ユーティリティーをポッ
プアップする

次のいずれかを選択します。マージ

• 常にマージ・ユーティリティーを
ポップアップする：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示し
ます。

• 競合発生時にだけマージ・ユーティ
リティーをポップアップする：マー
ジし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
開きます。このチェックボックス
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。

• Eclipse 比較/マージを使用：デ
フォルトの Eclipse 比較/マージ
ユーティリティを使用するときに
選択します。

• StarTeam 比較/マージを使用：
デフォルトのツールの代わりに、
StarTeam File Compare/Merge
を代替の比較/マージユーティリ
ティとして使用するときに選択し
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ます。File Compare/Merge を代
替の比較/マージツールとして指定
するには、次のコマンドラインオ
プションを使用します。

• マージ・ユーティリティー：
C:\Program
Files\Borland\StarTeam
Cross-Platform Client
2009\File Compare
Merge.exe

• オプション：次のコマンドライ
ンオプションを使用すると、
STEC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。

-automerge $branchtip
$usertip

$branchtip：マージ対象の
ファイルのチップリビジョンの
パスに使用するプレースホル
ダ。

$usertip：マージ対象のローカ
ル作業ファイルのパスに使用す
るプレースホルダ。

-base $basefile：
$branchtipおよび $usertip
ファイルの共通の祖先のパスに
使用するプレースホルダ。

-result $resultfile：マージ
対象ファイルの出力を格納する
ファイルのパスに使用するプ
レースホルダ。

• 比較ユーティリティー -
C:\Program
Files\Borland\StarTeam
Cross-Platform Client
2009\File Compare
Merge.exe

• オプション：次のコマンドライン
オプションを使用すると、STECが
代替比較ユーティリティーに送信
するファイルを表現できます。
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$file1：比較対象の 2 つのファイ
ルの 1 つ目のファイルのパスに使
用するプレースホルダ。

$file2：比較対象の 2 つのファイ
ルの 2 つ目のファイルのパスに使
用するプレースホルダ。

未指定チェックアウト操作の場合に EOL を
自動的に変換する：ファイルをチェッ

EOL

クアウトすると、EOLが自動変換され
ます。また、このチェックボックスを
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選択します。
[Windows（CR-LF）]、[Unix
（LF）]、または[Mac®]から選択しま
す。

windows-1252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で選択した

エンコード

デフォルトのファイルエンコードが、
キーワード展開に使われます。

ID ベースの URL の生成次を指定します。URL オプション

• 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
を生成するために使用する特別な
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、
アイテムのタイプを指定し、ファ
イル名でそのアイテムを識別する
デフォルトの HTML 表現が使用さ
れます。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
される場合、~~*~~の変数は指
定したプロパティーの値に置換さ
れます。変数は、（StarTeam
Cross-Platform Client に用意され
ている）レポートテンプレートで
使用されているものと同じ名前、
またはプロパティーの表示名を使
用して参照できます。表示名を使
用すると、スペースを省略でき、
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
ようなサンプルのテンプレートを
使用したとします。
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~~FolderPath~~:~~Name~~
の HTML 表現は、選択したファイ
ルへの StarTeam のパス
（StarTeam\:buildinfo.properties）
となります。

• ID ベースの URL の生成：URL を
名前ではなく IDで指定します。た
とえば、URLにIDを使用した場合
は
starteam://hostname:49201/12;ns=Project;scheme=id
となり、名前を使用した場合は
starteam://hostname:49201/myproject
となります。

注: フォルダでは常にIDベー
スの URL が使用されます。

 

関連トピック

オプション設定 (327 ページ)
オプションを設定する (50 ページ)
アイテムをロックおよびロック解除する (236 ページ)
リソースの変更ステータスを変換する (231 ページ)
EOL 変換モードを変更する (237 ページ)
個人的オプション (150 ページ)
ファイルで作業する (222 ページ)

フォルダオプション
デフォルト設定説明アイテム

未指定次のいずれかのオプションを選択しま
す。

ロック

• フォルダを編集時に排他的にロッ
クする：プロパティーダイアログ
ボックスを開いて編集を行う際に、
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、
プロパティー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
後に解除する：プロパティーの編

 

参照 | 339



デフォルト設定説明アイテム

集後、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。

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
クスのみがオンの場合、フォルダ
を開くと、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を作
成すると、手動でロックしたフォ
ルダのロックは解除されます。両
方のチェックボックスをオンにす
ると、フォルダを手動でロックす
るか、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
ルダのロックは、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
クしたとき（開く前に既にロック
されていない場合）に解除されま
す。

ID ベースの URL の生成次を指定します。URL オプション

• 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
を生成するために使用する特別な
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は、
アイテムのタイプを指定し、フォ
ルダ名でそのアイテムを識別する
デフォルトの HTML 表現が使用さ
れます。たとえば、ReadMe とな
ります。テンプレートからテキス
トが生成される場合、~~*~~の
変数は指定したプロパティーの値

 

340 | 参照



デフォルト設定説明アイテム

に置換されます。変数は、レポー
トテンプレートで使用されている
ものと同じ名前、またはプロパ
ティーの表示名を使用して参照で
きます。表示名を使用すると、ス
ペースを省略でき、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ようなサン
プルのテンプレートを使用したと
します。
~~FolderPath~~:~~Name~~
の HTML 表現は、選択したフォル
ダへの StarTeam のパス
（SampleProject\ReadMe）と
なります。

• ID ベースの URL の生成：URL を
名前ではなく IDで指定します。た
とえば、URLにIDを使用した場合
は
starteam://hostname:49201/12;ns=Project;scheme=id
となり、名前を使用した場合は
starteam://hostname:49201/myproject
となります。

注: フォルダでは常にIDベー
スの URL が使用されます。

 

関連トピック

オプション設定 (327 ページ)
オプションを設定する (50 ページ)
アイテムをロックおよびロック解除する (236 ページ)
個人的オプション (150 ページ)
フォルダとアイテムで作業する (190 ページ)

マッピングオプション
Window ➤ ➤ Preferences➤チーム ➤ StarTeam ➤フォルダー ➤マッピング

マッピングオプション設定では、リポジトリフォルダを Eclipse ワークスペースフォルダにマップできま
す。これらのオプションを使用すると、StarTeam フォルダまたはそのパスの一部に付けられた人間が読め
る名前から取得されるローカルフォルダの名前を変更できます。これらのオプションは、Cross-Platform
Client のデフォルトまたは代替作業フォルダを使用した場合と同等です。

ヒント: ほとんどのユーザーは、デフォルト設定を使用します。
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有効デフォルト設定です。StarTeam サー
バーサイド（リモート）フォルダのデ

名前をマップする（および非パス文字
を '-' で置き換える）

フォルト設定にマップします。ほとん
どのユーザーは、この設定をデフォル
ト設定として使用します。つまり、
ローカルフォルダの名前は、サーバー
によって付けられるデフォルトフォル
ダ名になります。

エラーをレポートするこのオプションを使用して、代替作業
フォルダを設定します。絶対または相

作業フォルダーのマップ

対作業フォルダパスを処理する方法
は、次のオプションから選択できま
す。

• 最後のセグメントをデフォルトに
する：この設定を使用して、パス
の最後の部分を維持します。初期
の短い作業フォルダから作業フォ
ルダパスの最後の部分を実際に変
更しなくても、フォルダを他の場
所にリダイレクトするのに役立ち
ます。たとえば、ローカルで
plugins[DO NOT CHECK IN] とい
う名前を付けたフォルダなど、
チェックインを実行しないフォル
ダに対して、このオプションを使
用できます。

• エラーをレポートする：複雑な作
業フォルダパスを持つリモート
フォルダはマップできません。こ
のオプションを使用すると、サー
バー上のデフォルト設定以外の場
所を指すフォルダをチェックアウ
トできなくなります。

未指定オプションをプロジェクトごとにオー
バーロードできます。このリンクを使

プロジェクト固有の設定の構成

用すると、プロジェクト固有の構成ダ
イアログボックスが開きます。このダ
イアログボックスでは、プロジェクト
を選択し、そのプロジェクト専用の
マッピングオプションを構成できま
す。

オーバーロードされたオプション設定
は、プロジェクト内のパス
「.settings/com.borland.team.starteam.provider.prefs」
に格納されます。これらのオプション
設定をチェックインし、チーム間で共
有することによって、すべてのチーム
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メンバに対して同じフォルダマッピン
グを強制的に適用できます。

 

フォルダマッピングの例

次のフォルダ構造を持つ StarTeam プロジェクトについて考えます（フォルダ名は引用
符で囲み、作業フォルダは括弧で囲んでいます）。

"<My Project>" (C:\prj) "CRs/Tasks/Requirements" (process) "Documentation"
(../html/docs) "Source" (S:\src\java)

3 つのマッピング方法により、次のワークスペース構造が作成されます。

Map name (and replace non-path characters by '_') ..."comments in quotes"

_My Project_ ..."the '<' and '>' characters in the root folder name get
replaced by '_' to comply with eclipse resource naming rules"
CRs_Tasks_Requirements ..."the '/' characters in this folder name get replaced
by '_' to comply with platform file and folder naming rules" Documentation
..."no conversion needed for this folder name" Source ..."no conversion
neded for this folder name"

Map working folder ...... If absolute or relative working folder is set ...

... Default to last segment

prj ..."the last segment of the absolute path in the view '<My Project>'
working folder 'C:\prj' is used" docs ..."the last segment of the relative path
in the 'Documentation' folder's working folder '../html/docs' is used" java
..."the last segment of the absolute path on another drive in the 'Source'
folder's working folder 'S:\src\java' is used" process ..."the working folder
of folder 'CRs/Tasks/Requirements' can be taken unchanged"

... Report error ()

an exception would be thown at sharing, indicating the first absolute path
used for the view's working folder as non-mappable.

Cross-Platform Client では、空の作業フォルダプロパティーを持つフォルダが許可されます。作業フォル
ダマッピングを使用しても、このようなフォルダはEclipse ワークスペースにマップされません。スローさ
れた例外によって、このようなフォルダ構造を持つプロジェクトが適切に同期されなくなります。

注: ワークスペースプロジェクト名は、フォルダ名と作業フォルダパスと同じにする必要はありませ
ん。共有パラメータは ID ベースであるため、共有を失わずに、リモートおよびローカルでの名前変更
が可能です。それにもかかわらず、リポジトリフォルダをワークスペースプロジェクトとしてチェッ
クアウトするウィザードでは、マッピングオプションを監視し、一般的なマッピングオプションに基
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づいて提案プロジェクト名が選択されます。フォルダ名を使用するようにマッピングが構成されていな
い場合は、作業フォルダの最後の部分がプロジェクト名として提案されます。

関連トピック

オプション設定 (327 ページ)
新しい接続を作成する (160 ページ)
ファイルをチェックインする (223 ページ)
オプションを設定する (50 ページ)
個人的オプション (150 ページ)

ラベル装飾オプション
Window ➤ Preferences➤チーム ➤ StarTeam ➤ラベル装飾

[ラベル装飾]を使用すると、ラベルまたはアイコン上にアイテムに関する特別な情報が表示されます。さま
ざまなファイル状態に使用するテキストラベルフラグや、ファイル、フォルダ、およびプロジェクトに表
示する変数を指定できます。

注: ラベル装飾を表示するには、Preferencesダイアログボックスの全般➤ Appearance➤ラベル
装飾オプションで StarTeamプロバイダーおよび StarTeamサーバー・エクスプローラーオプショ
ンをオンにする必要があります。

デフォルト設定説明アイテム

未指定このページのオプションを使用して、
装飾に関する全般オプションを構成し
ます。

全般

色の装飾を有効化にする：このオプ
ションを使用すると、色の装飾が有効
になります。全般 ➤ Appearance ➤

Colors and Fontsオプションページ
を使用して、着信変更、発信変更、不
可視フォルダ、および他の変更に使用
される色を構成できます。

フォントの装飾を有効にする：このオ
プションを使用すると、フォントの装
飾が有効になります。全般
AppearanceColors and Fontsオプ
ションページを使用して、着信変更、
発信変更、不可視フォルダ、および他
の変更に使用されるフォントを構成で
きます。[フォントの装飾を有効にす
る] を有効にすると、次のオプション
も有効になります。
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• 着信変更の装飾
• 発信変更の装飾
• 双方向変更の装飾

ファイル装飾：${name}
(${dot_notation})フォルダー装飾：

これらの設定では、テキストラベルへ
のStarTeam情報の表示方法を指定し

テキスト装飾

${name}プロジェクト装飾：ます。ファイル装飾、フォルダー装
${name} [${view_path}]「チェッ
クイン時に分岐」フラグ： !

飾、およびプロジェクト装飾オプショ
ンを使用して、ファイル、フォルダ、
またはプロジェクトに表示する変数と
その表示順を編集します。変数を形式
に追加するには、変数の追加をクリッ
クし、リストから目的の変数を選択し
て、OKをクリックします。「チェッ
クイン時に分岐」フラグを使用して、
目的のテキストインジケータを入力し
ます。

すべて有効これらの設定では、ビューに
StarTeam 固有の情報を表示するため

アイコン装飾

に使用するオーバーレイアイコンを指
定します。次のアイコン装飾を有効に
できます。

• 最新
• 発信変更
• 着信変更
• 双方向変更
• 排他的ロック
• 除外

 
ラベル装飾オプションページ下部のプレビューペインには、さまざまな状態の StarTeamアイテムに関連
付けられている各種アイコン装飾およびテキスト装飾が表示されます。

関連トピック

オプション設定 (327 ページ)
ラベル装飾（プロバイダ用）オプション (346 ページ)
ラベル装飾（サーバー・エクスプローラー用）オプション (347 ページ)
オプションを設定する (50 ページ)
個人的オプション (150 ページ)
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ラベル装飾（プロバイダ用）オプション
Window ➤ Preferences➤チーム ➤ StarTeam ➤ラベル装飾（プロバイダ用）

[ラベル装飾] を使用すると、ラベルまたはアイコン上にアイテムに関する特別な情報が表示されます。
StarTeamのラベル装飾（プロバイダ用）オプションでは、さまざまなファイル状態に使用するテキストラ
ベルフラグや、ファイル、フォルダ、およびプロジェクトに表示する変数を指定できます。

注: ラベル装飾を表示するには、Preferencesダイアログボックスの全般➤ Appearance➤ラベル
装飾オプションで StarTeamプロバイダーおよび StarTeamサーバー・エクスプローラーオプショ
ンをオンにする必要があります。

デフォルト設定説明アイテム

未指定このページのオプションを使用して、
装飾に関する全般オプションを構成し
ます。

全般

色の装飾を有効化にする：このオプ
ションを使用すると、色の装飾が有効
になります。全般 ➤ Appearance ➤

Colors and Fontsオプションページ
を使用して、着信変更、発信変更、不
可視フォルダ、および他の変更に使用
される色を構成できます。

フォントの装飾を有効にする：このオ
プションを使用すると、フォントの装
飾が有効になります。全般 ➤

Appearance ➤ Colors and Fonts
オプションページを使用して、着信変
更、発信変更、不可視フォルダ、およ
び他の変更に使用されるフォントを構
成できます。フォントの装飾を有効に
するを有効にすると、次のオプション
も有効になります。

• 着信変更の装飾
• 発信変更の装飾
• 双方向変更の装飾

ファイル装飾： ${name}
(${dot_notation})フォルダー装飾：

これらの設定では、テキストラベルへ
のStarTeam情報の表示方法を指定し
ます。ファイル装飾、フォルダー装

テキスト装飾

${name}プロジェクト装飾：飾、およびプロジェクト装飾オプショ
${name} [${view_path}]
「チェックイン時に分岐」フラグ： !

ンを使用して、ファイル、フォルダ、
またはプロジェクトに表示する変数と
その表示順を編集します。変数を形式
に追加するには、変数の追加をクリッ
クし、リストから目的の変数を選択し
て、OKをクリックします。「チェッ
クイン時に分岐」フラグを使用して、
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目的のテキストインジケータを入力し
ます。

すべて有効これらの設定では、ビューに
StarTeam 固有の情報を表示するため

アイコン装飾

に使用するオーバーレイアイコンを指
定します。次のアイコン装飾を有効に
できます。

• 最新
• 発信変更
• 着信変更
• 双方向変更
• 排他的ロック
• 除外

 
ヒント: ページ下部のプレビューペインには、さまざまな状態の StarTeam アイテムに関連付けられ
ている各種アイコン装飾およびテキスト装飾が表示されます。

関連トピック

オプション設定 (327 ページ)
オプションを設定する (50 ページ)
個人的オプション (150 ページ)
ラベル装飾（サーバー・エクスプローラー用）オプション (347 ページ)
ラベル装飾オプション (344 ページ)

ラベル装飾（サーバー・エクスプローラー用）オプション
Window ➤ Preferences➤チーム ➤ StarTeam ➤ラベル装飾（サーバー・エクスプローラー用）

[ラベル装飾] を使用すると、ラベルまたはアイコン上にアイテムに関する特別な情報が表示されます。
StarTeam のラベル装飾オプションでは、さまざまなファイル状態に使用するテキストラベルフラグや、
ファイル、フォルダ、およびプロジェクトに表示する変数を指定できます。

注: ラベル装飾を表示するには、Preferencesダイアログボックスの全般➤ Appearance➤ラベル
装飾オプションで StarTeamプロバイダーおよび StarTeamサーバー・エクスプローラーオプショ
ンをオンにする必要があります。

注：
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なし現在、Server Explorerに対して設定す
る全般オプションはありません。

全般

タスク装飾： ${name}トピック装
飾：${name}要件装飾：${name}

ファイル装飾： ${name}
(${property:DotNotation})

これらの設定では、テキストラベルへ
のStarTeam情報の表示方法を指定し
ます。装飾フィールドを使用して、対
応するアイテム、ビュー、プロジェク
ト、またはサーバーに表示する変数を
編集したり、その表示順を指定したり

テキスト装飾

Locker:${property:ExclusiveLocker}
します。変数を形式に追加するには、 フォルダー装飾：${name}プロジェ
変数の追加をクリックし、リストから

クト装飾：${name}サーバー装飾：目的の変数を選択して、OKをクリッ
${name}
[${property:LoggedInUser}]

クします。「チェックイン時に分岐」
フラグを使用して、目的のテキストイ
ンジケータを入力します。

すべて有効これらの設定では、ビューに
StarTeam 固有の情報を表示するため

アイコン装飾

に使用するオーバーレイアイコンを指
定します。次のアイコン装飾を有効に
できます。

• ビュー外のフォルダ
• 排他的ロック
• フラグ付き
• タスクのステータス

 
ヒント: ページ下部のプレビューペインには、さまざまな状態の StarTeam アイテムに関連付けられ
ている各種アイコン装飾およびテキスト装飾が表示されます。

関連トピック

オプション設定 (327 ページ)
オプションを設定する (50 ページ)
個人的オプション (150 ページ)
ラベル装飾（プロバイダ用）オプション (346 ページ)
ラベル装飾オプション (344 ページ)

パスワード管理オプション
Window ➤ Preferences➤チーム ➤ StarTeam ➤パスワード管理

パスワード管理オプション設定では、構成済みのStarTeamリポジトリの場所に対して格納されている情報
を表示したり、この情報を削除したりすることができます。
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注: StarTeamでは、標準の Eclipse 機能を使用して、パスワード情報が格納されます。Eclipse 暗号化
ツールにより、パスワード情報は非表示の状態で安全に保たれます。

説明アイテム

このフィールドには、StarTeam サーバー構成への接続を
作成するときに[サーバーの説明]フィールドに入力する接
続名が表示されます。

接続

このフィールドには、指定したサーバー構成に現在ログイ
ンしているユーザーが表示されます。

ユーザー

このフィールドには、指定したサーバー構成にユーザーが
ログオンしているか、ログオフしているかが示されます。

ステータス

リストから 1 行を選択し、除去をクリックして、格納さ
れている情報を削除します。

除去

格納されているすべての情報を削除します。すべてを除去
 

関連トピック

オプション設定 (327 ページ)
オプションを設定する (50 ページ)
個人的オプション (150 ページ)

要件オプション
Window ➤ Preferences➤チーム ➤ StarTeam ➤要件

要件オプションでは、アプリケーションで要件が既読であるかどうかの判断に使用される条件を指定できま
す。また、アプリケーションが新規の要件を検索する頻度と、要件のロックの問題の処理方法を指定するこ
ともできます。

デフォルト設定説明アイテム

手動で既読にマークしたときのみ次のいずれかのオプションを選択しま
す。

既読としてマーク

• 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。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。

• 一定時間選択したとき：___
（秒）：要件を指定した秒数以上
選択すると、既読としてマークし
ます。範囲は 15 から 9999 秒で
す。

• 手動で既読にマークしたときのみ：
[要件] ビューのコンテキストメ
ニューから [既読としてマーク] を
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選択すると、選択した要件を既読
としてマークします。

注:要件は、そのプロパティー
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要件を確認す
る：0 分間隔

次のオプションを設定できます。システムトレイ通知

• 新規または変更された要件を確認
する：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。

未指定次のいずれかのオプションを選択しま
す。

ロック

• 要件を編集時に排他的にロックす
る：プロパティーダイアログボッ
クスを開いて編集を行う際に、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
ティー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：要件のプロパティーの
編集後、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。

注: これらの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がロック
されます。キャンセルまたは OK
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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は解除されま
す。両方のチェックボックスをオ
ンにすると、要件を手動でロック
するか、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
件のロックは、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
クしたとき（開く前に既にロック
されていない場合）に解除されま
す。

ID ベースの URL の生成次を指定します。URL オプション

• 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
を生成するために使用する特別な
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は、
アイテムのタイプを指定し、名前
と番号でそのアイテムを識別する
デフォルトの HTML 表現が使用さ
れます。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場合、~~*~~
の変数は指定したプロパティーの
値に置換されます。変数は、
（Cross-Platform Client に用意さ
れている）レポートテンプレート
で使用されているものと同じ名前、
またはプロパティーの表示名を使
用して参照できます。表示名を使
用すると、スペースを省略でき、
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
ようなサンプルのテンプレートを
使用したとします。Requirement
#~~Number~~:
~~Status~~の HTML 表現は

 

参照 | 351



デフォルト設定説明アイテム

Requirement #34,132:
Submittedとなります。

• ID ベースの URL の生成：URL を
名前ではなく IDで指定します。た
とえば、URLにIDを使用した場合
は
starteam://hostname:49201/12;ns=Project;scheme=id
となり、名前を使用した場合は
starteam://hostname:49201/myproject
となります。

注: フォルダでは常にIDベー
スの URL が使用されます。

.

 

関連トピック

オプション設定 (327 ページ)
オプションを設定する (50 ページ)
アイテムをロックおよびロック解除する (236 ページ)
個人的オプション (150 ページ)
要件で作業する (260 ページ)

StarTeamMPX オプション
Window ➤ Preferences➤チーム ➤ StarTeam ➤ StarTeamMPX

ヒント: StarTeamMPX を有効にしている場合、チーム ➤ステータスのリフレッシュコンテキストメ
ニューコマンドを使用する必要はありません。

説明アイテム

サーバーが StarTeamMPX 対応の場合に、ワークステー
ションで StarTeamMPX を有効にします。このチェック

StarTeamMPX 有効化

ボックスを変更しても、現在開かれているプロジェクトに
は影響がありません。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

自動更新

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5秒、最大遅延時間は30秒です。このチェックボッ
クスがオフの場合、手動で更新する必要があります
（F5）。
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[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
ションは更新をほぼ即座に実行します。しかし、変更が頻
繁になると、最小遅延時間を算出するタイマーが定期的に
リセットされ、更新に必要な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、
ネットワークと接続していないと、[自動更新]によりクラ
イアントのデータの更新が試みられ、接続エラーが発生し
ます。

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。

StarTeamMPX の Cache Agent を有効化

IPアドレスとポート番号を用いて、使用するCacheAgent
を指定します。Cache Agent を使用すると、サーバーが

Cache Agent の使用場所

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。

サーバーが MPX 対応の場合に限り、ネットワーク上で最
も近い Cache Agent を自動的に検出します。

StarTeamMPX Server ごとに最も近いCache Agent を自
動検出

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。

最大要求スレッド数

 

関連トピック

オプション設定 (327 ページ)
オプションを設定する (50 ページ)
個人的オプション (150 ページ)

タスクオプション
Window ➤ Preferences➤チーム ➤ StarTeam ➤タスク

タスクオプションでは、アプリケーションでタスクが既読であるかどうかの判断に使用される条件を指定で
きます。また、アプリケーションが新規のタスクを検索する頻度と、タスクのロックの問題の処理方法を指
定することもできます。

デフォルト設定説明アイテム

手動で既読にマークしたときのみ次のいずれかのオプションを選択しま
す。

既読としてマーク

• 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。未読のタスクは太字のフォ
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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。

• 一定時間選択したとき：___
（秒）：タスクを指定した秒数以
上選択すると、既読としてマーク
します。範囲は15から9999秒で
す。

• 手動で既読にマークしたときの
み:[タスク]ビューのコンテキスト
メニューから [既読としてマーク]
を選択すると、選択したタスクを
既読としてマークします。

注: タスクは、そのプロパ
ティーを表示すると、常に既
読としてマークされます。

新規または変更されたタスクを確認す
る：10 分間隔

次のオプションを設定できます。システムトレイ通知

• 新規または変更されたタスクを確
認する：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。

未指定次のいずれかのオプションを選択しま
す。

ロック

• タスクを編集時に排他的にロック
する：プロパティーダイアログ
ボックスを開いて編集を行う際に、
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
ティー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ー
の編集後、OKをクリックして新し
いリビジョンを作成したときに、
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。
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注: これらの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
のみがオンの場合、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
ロックしたタスクを編集後に解除
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、
手動でロックしたタスクのロック
は解除されます。両方のチェック
ボックスをオンにすると、タスク
を手動でロックするか、または開
くことでロックすることができま
す。これらのタスクのロックは、
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とき
（開く前に既にロックされていな
い場合）に解除されます。

ID ベースの URL の生成次を指定します。URL オプション

• 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
を生成するために使用する特別な
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は、
アイテムのタイプを指定し、名前
と番号でそのアイテムを識別する
デフォルトの HTML 表現が使用さ
れます。たとえば、タスク#1,456
となります。テンプレートからテ
キストが生成される場合、~~*~~
の変数は指定したプロパティーの
値に置換されます。変数は、
（Cross-Platform Client に用意さ
れている）レポートテンプレート
で使用されているものと同じ名前、
またはプロパティーの表示名を使
用して参照できます。表示名を使
用すると、スペースを省略でき、
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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
ようなサンプルのテンプレートを
使用したとします。Task
#~~Task
Number~~:~~Status~~:~~Responsibility~~
の HTML 表現は Task
#1,456:Ready To Start:Tom
Smithとなります。

• ID ベースの URL の生成：URL を
名前ではなく IDで指定します。た
とえば、URLにIDを使用した場合
は
starteam://hostname:49201/12;ns=Project;scheme=id
となり、名前を使用した場合は
starteam://hostname:49201/myproject
となります。

注: フォルダでは常にIDベー
スの URL が使用されます。

.

 

関連トピック

オプション設定 (327 ページ)
オプションを設定する (50 ページ)
アイテムをロックおよびロック解除する (236 ページ)
個人的オプション (150 ページ)
タスクで作業する (268 ページ)

トピックオプション
Window ➤ Preferences➤チーム ➤ StarTeam ➤トピックを選択します。トピックオプションでは、
アプリケーションでトピックが既読であるかどうかの判断に使用される条件を指定できます。また、アプリ
ケーションが新規のトピックを検索する頻度と、トピックのロックの問題の処理方法を設定することもでき
ます。

デフォルト設定説明アイテム

手動で既読にマークしたときのみ次のいずれかのオプションを選択しま
す。

既読としてマーク

• 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
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クします。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。

• 一定時間選択したとき：___
（秒）：トピックを指定した秒数以
上選択すると、既読としてマークし
ます。範囲は 15 から 9999 秒で
す。

• 手動で既読にマークしたときのみ：
[トピック] ビューのコンテキスト
メニューから [既読としてマーク]
を選択すると、選択したトピックを
既読としてマークします。注：ト
ピックは、そのプロパティーを表示
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トピックを確認
する：10 分間隔

次のオプションを設定できます。システムトレイ通知

• 新規または変更されたトピックを確
認する：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。

未指定次のいずれかのオプションを選択しま
す。

ロック

• トピックを編集時に排他的にロック
する：プロパティーダイアログ
ボックスを開いて編集を行う際に、
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、
プロパティー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
に解除する：トピックのプロパ
ティーの編集後、OKをクリックし
て新しいリビジョンを作成したとき
に、トピックのロックを解除しま
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デフォルト設定説明アイテム

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。

注: これらの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
クスのみがオンの場合、トピック
を開くと、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
ロックは解除されます。両方の
チェックボックスをオンにする
と、トピックを手動でロックする
か、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
クのロックは、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
したとき（開く前に既にロックさ
れていない場合）に解除されま
す。

ID ベースの URL の生成次を指定します。URL オプション

• 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
生成するために使用する特別なテン
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は、アイ
テムのタイプを指定し、名前と番号
でそのアイテムを識別するデフォル
トの HTML 表現が使用されます。
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
が生成される場合、~~*~~の変
数は指定したプロパティーの値に置
換されます。変数は、
（Cross-Platform Client に用意さ
れている）レポートテンプレート
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デフォルト設定説明アイテム

で使用されているものと同じ名前、
またはプロパティーの表示名を使用
して参照できます。表示名を使用す
ると、スペースを省略でき、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ようなサ
ンプルのテンプレートを使用したと
します。Topic #
~~topicnumber~~:
~~Title~~, Status
-~~status~~の HTML 表現は
Topic #34,132: Topic Title,
Status - Activeとなります。

• ID ベースの URL の生成：URL を
名前ではなく ID で指定します。た
とえば、URLに IDを使用した場合
は
starteam://hostname:49201/12;ns=Project;scheme=id
となり、名前を使用した場合は
starteam://hostname:49201/myproject
となります。

注: フォルダでは常に IDベー
スの URL が使用されます。

 

関連トピック

オプション設定 (327 ページ)
オプションを設定する (50 ページ)
アイテムをロックおよびロック解除する (236 ページ)
個人的オプション (150 ページ)
トピックで作業する (278 ページ)

ワークスペースオプション
Window ➤ Preferences➤チーム ➤ StarTeam ➤ワークスペース

ワークスペースオプションでは、ワークスペースの動作方法に影響する各種オプションを選択できます。

確認

説明アイテム

削除するときに、確認ダイアログボックスを表示します。削除
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説明アイテム

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。

移動/共有

警告に、確認ダイアログボックスを表示します。警告
 

表示

説明アイテム

ステータスバーを表示します。ステータスバー

[履歴] ビューの時刻列に UTC でタイムスタンプを表示し
ます。UTC時刻の場合、ローカル時刻と区別するために最

履歴時刻を UTC で表示する

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。

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。

名前順にビューラベルを並べ替える

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

フォルダ変更時にスコープをローカルにリセットする

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、手動でボタンを選択する必要が
あります。

フォルダの変更時、またはすべての子孫ボタンのリセッ
ト時、選択したビュー内のグループの状態が変更されるの

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

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。

フィルターリストボックスに表示されるフィルターアイ
テムの最大数を指定します。

ドロップダウン・メニューをフィルタリングする -フィル
ター・メニュー・アイテムの数と次に制限

 

[チェックイン]/[チェックアウト] ダイアログボックス

説明アイテム

チェックイン/チェックアウトダイアログボックスの変更
領域をデフォルトで非表示にします。

変更領域を非表示

プロジェクトで処理ルールが使用されていない場合に、
チェックイン/チェックアウトダイアログボックスの [処
理アイテム] セクションを非表示にします。

処理アイテム・セクションを非表示（処理ルールがない場
合）

チェックイン/チェックアウトダイアログボックスの [ラ
ベル] セクションを非表示にします。

ラベル・セクションを非表示

チェックイン/チェックアウトダイアログボックスのEOL
変換および詳細セクションを非表示にします。

EOL 変換と詳細を非表示

チェックイン/チェックアウトダイアログボックスの変更
要求セクションを非表示にします。

変更要求セクションを非表示
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説明アイテム

基準セクションを非表示
 

定期的な更新

説明アイテム

プロジェクトの自動更新時間を分で指定します。この更新
は、F5を押した場合の処理と同様であり、これにより、

次の遅延時間を上限として自動更新する

Server Explorerが更新されます。F5などのユーザーの操
作で強制的に更新が行われない限り、指定時間ごとにプロ
ジェクトが更新されます。強制的に更新された場合は、タ
イマーが初期化されます。クライアントが最小化されてい
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、ネットワークと接続していないと、自動更新によ
りクライアントのデータの更新が試みられ、接続エラーが
発生します。

 

関連トピック

オプション設定 (327 ページ)
オプションを設定する (50 ページ)
個人的オプション (150 ページ)

プロジェクトのプロパティー
ここでは、すべてのタイプのアイテムに関して、プロパティーの詳細について説明します。

関連トピック

参照 (324 ページ)
プロバイダのプロパティー (362 ページ)
プロジェクトのプロパティー (365 ページ)
フォルダプロパティー (369 ページ)
ファイルプロパティー (373 ページ)
変更要求プロパティー (376 ページ)
要件プロパティー (379 ページ)
タスクのプロパティー (382 ページ)
トピックプロパティー (385 ページ)
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プロバイダのプロパティー
ここでは、コンテキストメニューから開いたときにプロバイダのプロパティーダイアログボックスに表示
されるStarTeamプロバイダのプロパティーおよびその詳細について説明します。プロバイダのプロパティー
ダイアログボックスの情報は、選択した共有リソース（プロジェクト、フォルダ、またはファイル）のタイ
プごとに異なります。

共有プロジェクト

共有プロジェクトについては、次のプロパティーが表示されます。

説明プロパティー

共有プロジェクトが存在するサーバーの名前を表示しま
す。

サーバーの説明

選択した共有プロジェクトの名前を表示します。プロジェクト名

共有プロジェクトを含むビューの名前を表示します。ビュー名

サーバー上の共有用フォルダを表示します。フォルダ

プロジェクトの共用ダイアログボックスを開き、共有オ
プションを変更できます。

共用の変更

StarTeam ビューを選択してくださいダイアログボック
スを開き、共有するビューを変更できます。

ビューの変更

プロジェクト内のリソースに存在する変更のタイプと方向
を表示します。[in sync]と表示された場合、ファイルお
よびフォルダはすべて「最新の状態」です。

変更の種類

共有用 StarTeam フォルダのドット記法と ID の両方を表
示します。

基本バイト数

Base Bytes と同じ情報を表示します。ただし、サーバー
上の現在の状態が反映されます。ドット記法が大きくなる

リモートバイト

可能性もあります。これは、リポジトリ内に新しいバー
ジョンが存在することを示します。

 

共有フォルダ

共有フォルダについては、次のプロパティーが表示されます。

説明プロパティー

共有プロジェクトが存在するサーバーの名前を表示しま
す。

サーバーの説明
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説明プロパティー

選択した共有プロジェクトの名前を表示します。プロジェクト名

共有プロジェクトを含むビューの名前を表示します。ビュー名

サーバー上の共有用フォルダを表示します。フォルダ

プロジェクト内のリソースに存在する変更のタイプと方向
を表示します。[in sync]と表示された場合、ファイルお
よびフォルダはすべて「最新の状態」です。

変更の種類

共有用 StarTeam フォルダのドット記法と ID の両方を表
示します。

基本バイト数

基本バイト数と同じ情報を表示します。ただし、サーバー
上の現在の状態が反映されます。ドット記法が大きくなる

リモートバイト

可能性もあります。これは、リポジトリ内に新しいバー
ジョンが存在することを示します。

方向とタイプ（削除または追加）を反転できます。この操
作は、プロジェクトが別のビューと再共有されたり、関連

変更ステータスを次に変換

付けられたりしたときに必要になることがあります。サー
バー上またはワークスペース内の変更は、不適切な意図と
仮定して解釈される可能性があります。[発信削除]と示さ
れたフォルダは、ある時点で別の開発者によって単にビュー
に追加された可能性があるため、[着信追加]と見なされま
す。着信削除と発信追加の 2 つのボタンで変更できま
す。

 

共有ファイル

共有ファイルについては、次のプロパティーが表示されます。

説明プロパティー

共有プロジェクトが存在するサーバーの名前を表示しま
す。

サーバーの説明

選択した共有プロジェクトの名前を表示します。プロジェクト名

共有プロジェクトを含むビューの名前を表示します。ビュー名

サーバー上の共有用フォルダを表示します。フォルダ

ローカルリビジョンの現在のMD5ハッシュ値を表示しま
す。

MD5：
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説明プロパティー

最後のチェックインまたはチェックアウト時にプロバイダ
によって格納された MD5 ハッシュ値の記憶情報を表示し
ます。

保管リモート MD5:

チップリビジョンの MD5 ハッシュ値を表示します。格納
された MD5 ハッチ値を現在の MD5 ハッシュ値と比較す

現在のリモートリビジョン MD5:

ることで、EOLの違いによってリモートとローカルのMD5
値が異なっていても、プロバイダで着信変更を検出できま
す。

ローカルおよびリモートファイルが最新であった最終日時
を表示します。

ベース変更タイムスタンプ:

ローカルファイルが変更された最終日時を表示します。ローカル変更タイムスタンプ

リモートファイルが変更された最終日時を表示します。リモート変更タイムスタンプ:

プロジェクト内のファイルリソースに存在する変更のタイ
プと方向を表示します。[insync]と表示された場合、ファ
イルおよびフォルダはすべて「最新の状態」です。

変更の種類

共有用 StarTeam ファイルのドット記法と ID の両方を表
示します。

基本バイト数

基本バイト数と同じ情報を表示します。ただし、サーバー
上の現在の状態（チップリビジョン）が反映されます。

リモートバイト

ドット記法が大きくなる可能性もあります。これは、リポ
ジトリ内に新しいバージョンが存在することを示します。

方向とタイプ（削除または追加）を反転できます。この操
作は、プロジェクトが別のビューと再共有されたり、関連

変更ステータスを次に変換

付けられたりしたときに必要になることがあります。サー
バー上またはワークスペース内の変更は、不適切な意図と
仮定して解釈される可能性があります。[発信削除]と示さ
れたフォルダは、ある時点で別の開発者によって単にビュー
に追加された可能性があるため、[着信追加]と見なされま
す。着信削除と発信追加の 2 つのボタンで変更できま
す。

格納するEOL（行末）変換設定を指定します。この設定を
変更した後にOKまたは適用をクリックすると、MD5値

保管 EOL 変換

が再計算され、変更のタイプを識別するときにステータス
が更新されます。

注: StarTeam Eclipse Client では、ステータスの計
算にのみ MD5 ハッシュ値が使用されます。したがっ
て、計算される MD5 を調整できるように、最後の
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説明プロパティー

チェックインまたはチェックアウトにおいてどのEOL
変換が有効であったかを記憶する必要があります。

 

関連トピック

プロジェクトのプロパティー (361 ページ)
プロジェクトのプロパティー (365 ページ)
フォルダプロパティー (369 ページ)
ファイルプロパティー (373 ページ)
変更要求プロパティー (376 ページ)
要件プロパティー (379 ページ)
タスクのプロパティー (382 ページ)
トピックプロパティー (385 ページ)

プロジェクトのプロパティー
ここでは、プロパティーダイアログボックスの StarTeamプロジェクトプロパティーおよびその詳細につ
いて説明します。

関連トピック

プロジェクトのプロパティー (361 ページ)
プロバイダのプロパティー (362 ページ)
フォルダプロパティー (369 ページ)
ファイルプロパティー (373 ページ)
変更要求プロパティー (376 ページ)
要件プロパティー (379 ページ)
タスクのプロパティー (382 ページ)
トピックプロパティー (385 ページ)
名前（プロジェクトのプロパティー） (366 ページ)
オプション（プロジェクトのプロパティー） (366 ページ)
処理ルール（プロジェクトのプロパティー） (367 ページ)
エディター（プロジェクトのプロパティー） (369 ページ)
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名前（プロジェクトのプロパティー）
StarTeam ➤プロジェクト ➤プロパティー ➤名前

プロパティーダイアログボックスの名前ページのオプションについて説明します。

説明アイテム

プロジェクト名を示します。名前

プロジェクトの説明を指定します。説明

プロジェクトを作成したユーザー名を指定します。作成者

プロジェクトが作成された日時を表示します。作成日時

プロジェクトのタイプを表示します。タイプ

 

関連トピック

プロジェクトのプロパティー (365 ページ)
オプション（プロジェクトのプロパティー） (366 ページ)
処理ルール（プロジェクトのプロパティー） (367 ページ)
エディター（プロジェクトのプロパティー） (369 ページ)
EOL 変換モードを変更する (237 ページ)
リソースの変更ステータスを変換する (231 ページ)
アイテムのプロパティーを表示または変更する (264 ページ)

オプション（プロジェクトのプロパティー）
StarTeam ➤プロジェクト ➤プロパティー ➤オプション

プロパティーダイアログボックスのオプションページのオプションについて説明します。

説明アイテム

キーワード展開の使用を決定します。キーワード展開

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。

次のファイル拡張子に対するキーワードを展開する

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。

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

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排他的ロックが必要
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説明アイテム

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、またはロックが必要なファイルのロックを解除すると

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

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。このプロジェクトプロパティー
は、個人用オプション設定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よりも優先
されます。

 

関連トピック

プロジェクトのプロパティー (365 ページ)
名前（プロジェクトのプロパティー） (366 ページ)
処理ルール（プロジェクトのプロパティー） (367 ページ)
エディター（プロジェクトのプロパティー） (369 ページ)
アイテムのプロパティーを表示または変更する (264 ページ)

処理ルール（プロジェクトのプロパティー）
StarTeam ➤プロジェクト ➤プロパティー ➤処理ルール

プロパティーダイアログボックスの処理ルールページのオプションについて説明します。

説明アイテム

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
処理アイテムの選択が必要となります。

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

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

処理アイテムとして変更要求を選択できる

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を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を処理アイテムとして使用できま
す。

対応開始と処理中の両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
のみを処理アイテムとして使用できます。
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説明アイテム

対応開始と処理中の両方のチェックボックスがオフの場
合、ステータスに関係なく、すべての変更要求を処理アイ
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
認の要件のみを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

承認のチェックボックスがオフの場合、ステータスに関
係なく、すべての要件を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。

処理アイテムとしてタスクを選択できる

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を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
処理中のタスクのみを処理アイテムとして使用できます。

開始可能と処理中の両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処理中のタスクのみを
処理アイテムとして使用できます。
開始可能と処理中の両方のチェックボックスがオフの場
合、ステータスに関係なく、すべてのタスクを処理アイテ
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。

拡張処理リンクを有効にする

 

関連トピック

プロジェクトのプロパティー (365 ページ)
名前（プロジェクトのプロパティー） (366 ページ)
オプション（プロジェクトのプロパティー） (366 ページ)
エディター（プロジェクトのプロパティー） (369 ページ)
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拡張処理リンクを有効にする (307 ページ)
プロジェクトの処理ルールを確立する (304 ページ)
アイテムのプロパティーを表示または変更する (264 ページ)

エディター（プロジェクトのプロパティー）
StarTeam ➤プロジェクト ➤プロパティー ➤エディター

説明アイテム

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ーエディターを指定しま
す。

ファイルに代替プロパティーエディターを使用する

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ーエディターを指定しま
す。

変更要求に代替プロパティーエディターを使用する

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ーエディターを指定します。

要件に代替プロパティーエディターを使用する

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ーエディターを指定しま
す。

タスクに代替プロパティーエディターを使用する

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ーエディターを指定しま
す。

トピックに代替プロパティーエディターを使用する

 
注: 代替プロパティーエディターの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。

関連トピック

プロジェクトのプロパティー (365 ページ)
名前（プロジェクトのプロパティー） (366 ページ)
オプション（プロジェクトのプロパティー） (366 ページ)
処理ルール（プロジェクトのプロパティー） (367 ページ)
アイテムのプロパティーを表示または変更する (264 ページ)

フォルダプロパティー
ここでは、フォルダーのプロパティーダイアログボックスのプロパティーおよびその詳細について説明し
ます。フォルダーのプロパティーダイアログボックスには、次のプロパティー用タブページがあります。
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名前

以下のプロパティーが名前ページにあります。

説明プロパティー

フォルダ名を表示します。名前

フォルダの詳細を表示します。説明

フォルダを作成したユーザー名を表示します。作成者

フォルダが作成された日時を表示します。作成日時

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。可視

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。

作業フォルダ

デフォルト：このパスは、デフォルトの作業フォルダを示
し、プロジェクトリポジトリにアクセスするすべての人に
適用されます。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。

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。

作業フォルダーの完全パス

 

除外

以下のプロパティーが除外ページにあります。

説明プロパティー

フォルダに表示しないファイルまたはファイルタイプを示
します。除外リストの設定は、プロジェクトの既存ファイ

除外するファイル

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、次のものがあります。

• 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指定および親フォ
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説明プロパティー

ルダの除外リスト指定と一致するファイルを除外する
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
した除外リスト指定のみと一致するファイルを除外す
ることを示します。

• 除外リストを使用しない：すべてのファイルをフォル
ダに含めるように指定します。

ファイルをこのフォルダから除外するために使用する除外
指定を表示します。除外リストでは最大で255文字を使用

ローカル除外リスト

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）では、カンマ、空白、または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
ミコロンを指定の一部として使用する場合、指定を二重引
用符で囲みます。例：

*.exe,*.dll p*z.doc;*.t?t "test *.*"

ファイルをこのフォルダから除外するために使用する親
フォルダからの除外指定を表示します。

継承した除外リスト

 

履歴

履歴ページには、ファイルのすべてのリビジョンが表示されます。履歴ページには、各リビジョンについ
て次のプロパティーが表示されます。

説明プロパティー

ファイルが属するビュー名を表示します。ビュー

ファイルのリビジョン番号を表示します。リビジョン

フォルダを作成したユーザー名を表示します。作成者

リビジョンが作成された日時を表示します。時間

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。

コメント

分岐元のリビジョン番号を表示します。分岐リビジョン

 

リンク

次のプロパティー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。
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説明プロパティー

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。作成者

リンクが作成された日時を表示します。作成日時

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

ビュー

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。

リンク内のフォルダまたはアイテムが存在するフォルダ名
を表示します。

フォルダ

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。

アイテムのタイプ

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、トピック番号、
または要件番号によって識別されます。

アイテム

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、または要件の名前を使用し
て、アイテムを説明します。

アイテムの詳細

現在のビューにリンク先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。列にリビジョン番号が表示

アイテムのバージョン

されない場合、リンクのターゲット側のアイテムは固定で
はなく変動に設定されています。

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。列にリビジョン番号が表示

選択バージョン

されない場合、リンクのターゲット側のアイテムは固定で
はなく変動に設定されています。

リンクに対するコメントを表示します。コメント

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。

ファイルステータス

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。

ロックしたユーザー

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、

フォルダのパス

「利用不可：別のビュー内のアイテム」というメッセー
ジが表示されます。
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関連トピック

プロジェクトのプロパティー (361 ページ)
プロバイダのプロパティー (362 ページ)
プロジェクトのプロパティー (365 ページ)
ファイルプロパティー (373 ページ)
変更要求プロパティー (376 ページ)
要件プロパティー (379 ページ)
タスクのプロパティー (382 ページ)
トピックプロパティー (385 ページ)
変更要求プロパティー (376 ページ)
ファイルプロパティー (373 ページ)
要件プロパティー (379 ページ)
タスクのプロパティー (382 ページ)
トピックプロパティー (385 ページ)
アイテムのプロパティーを表示または変更する (264 ページ)

ファイルプロパティー
ここでは、ファイルのプロパティーダイアログボックスのプロパティー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ーダイアログボックスには、次のプロパティー用タブページがあります。

全般

以下のプロパティーが全般ページにあります。

説明プロパティー

フォルダ名を表示します。名前

ファイルの説明を表示します。説明

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。

ステータス

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。

サイズ

ファイルを最後に更新したユーザー名を表示します。最終更新

ファイルが最後に変更された日時を表示します。変更日時
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説明プロパティー

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。

ファイルのタイムスタンプ

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。

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。

非排他的にロックしているユーザー

選択されているファイルタイプ（ASCII、バイナリ、また
は Unicode）を示します。

ファイルタイプ

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。

実行可能ファイル

 

作業ファイル
以下のプロパティーが作業ファイルページにあります。

説明プロパティー

ファイルの作業フォルダパスを表示します。パス

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。ファイルが存在

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。サイズ

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。

タイムスタンプ

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。

実行可能ファイル

 

アーカイブ

以下のプロパティーがアーカイブページにあります。

説明プロパティー

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として格納
されているかを示します。

タイプ

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 形式の保管庫のみが使用
されます。

形式

 

374 | 参照



説明プロパティー

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

アーカイブファイル名

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。

ファイルの圧縮のレベルを示します。圧縮

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：圧縮しません。

 

カスタム

アイテムのプロパティーダイアログボックスに表示するカスタムプロパティーを作成できます。以下のプ
ロパティーがカスタムページにあります。

説明プロパティー

カスタムプロパティー名を表示します。プロパティー

それぞれのカスタムプロパティーの値を表示します。プ
ロパティー名をダブルクリックすることで値を編集しま
す。

値

 

コメント

以下のプロパティーがコメントページにあります。

説明プロパティー

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。

この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。

新規リビジョンのコメント

 

関連トピック

プロジェクトのプロパティー (361 ページ)
プロバイダのプロパティー (362 ページ)
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プロジェクトのプロパティー (365 ページ)
フォルダプロパティー (369 ページ)
変更要求プロパティー (376 ページ)
要件プロパティー (379 ページ)
タスクのプロパティー (382 ページ)
トピックプロパティー (385 ページ)
変更要求プロパティー (376 ページ)
フォルダプロパティー (369 ページ)
要件プロパティー (379 ページ)
タスクのプロパティー (382 ページ)
トピックプロパティー (385 ページ)
アイテムのプロパティーを表示または変更する (264 ページ)

変更要求プロパティー
ここでは、変更要求のプロパティーダイアログボックスのプロパティーおよびその詳細について説明しま
す。変更要求のプロパティーダイアログボックスには、次のプロパティー用タブページがあります。

概要

以下のプロパティーが概要ページにあります。

説明プロパティー

変更要求のステータスを表示します。ステータス

変更要求の優先度を表示します。多くの場合、リポジトリ
のカスタマイズを使用して、他の値も含むようにこのフィー

優先度

ルドが拡張されます。これにより、アプリケーションの真
偽値が列挙型として処理されるようになるためです。たと
えば、[なし] を 0、[あり] を 1 とします。管理者によっ
て、[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 が追加されることもあります。

変更要求のタイプ（障害または提案）を表示します。タイプ

変更要求の重要度を示します。重要度には、低、中、高が
あります。

重要度

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。

プラットフォーム
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説明プロパティー

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を表示します。

テスト済み最終ビルド

この変更要求のデータを提供した顧客または外部のソース
を示します。

外部参照

変更要求に対する解決が行われた後に作成される次のビル
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。

以下のビルドで対応

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
ティーは、多くの場合[カテゴリー]プロパティーと共に使

コンポーネント

用されて、サブコンポーネントを識別しやすくするために
使用されます。

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
ロパティーは、通常、コンポーネントプロパティーと共に
使用されます。

カテゴリー

変更要求の簡単な説明を表示します。概要

変更要求を現在担当するユーザー名を表示します。担当者

変更要求を入力したユーザー名を表示します。提出者

 

説明

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
ンも含まれています。以下のプロパティーが説明ページにあります。

説明プロパティー

変更要求に対して、もれのない詳細な説明を表示します。説明と再現手順

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。

テストコマンド

 

解決策

以下のプロパティーが解決策ページにあります。

説明プロパティー

変更要求に対し、解決（修正）以外の回避策を説明しま
す。

回避策

変更要求に記載されている問題の解決策を表示します。解決
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カスタム

アイテムのプロパティーダイアログボックスに表示するカスタムプロパティーを作成できます。以下のプ
ロパティーがカスタムページにあります。

説明プロパティー

カスタムプロパティー名を表示します。プロパティー

それぞれのカスタムプロパティーの値を表示します。プ
ロパティー名をダブルクリックすることで値を編集しま
す。

値

 

添付ファイル

添付ファイルページには、現在の変更に添付されたすべてのファイルのリストが表示されます。

コメント

以下のプロパティーがコメントページにあります。

説明プロパティー

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。

この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。

新規リビジョンのコメント

 

関連トピック

プロジェクトのプロパティー (361 ページ)
プロバイダのプロパティー (362 ページ)
プロジェクトのプロパティー (365 ページ)
フォルダプロパティー (369 ページ)
ファイルプロパティー (373 ページ)
要件プロパティー (379 ページ)
タスクのプロパティー (382 ページ)
トピックプロパティー (385 ページ)
ファイルプロパティー (373 ページ)
フォルダプロパティー (369 ページ)
要件プロパティー (379 ページ)
タスクのプロパティー (382 ページ)
トピックプロパティー (385 ページ)
アイテムのプロパティーを表示または変更する (264 ページ)
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変更要求の解決策を指定する (248 ページ)
変更要求の説明を入力する (247 ページ)
変更要求用カスタムオプションを変更する (248 ページ)
変更要求 (76 ページ)
[変更要求] ビュー (28 ページ)
アイテムのプロパティーを表示または変更する (264 ページ)

要件プロパティー
ここでは、要件のプロパティーダイアログボックスのプロパティーおよびその詳細について説明します。

要件

要件のプロパティーダイアログボックスには、次のプロパティー用タブページがあります。次のプロパ
ティーが要件ページにあります。

説明プロパティー

要件名を表示します。名前

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。

作成者

要件の初期リビジョンが作成された日時を表示します。作成日時

要件に添付されているファイルの数を示します。添付ファイル

要件を更新した最後のユーザー名を表示します。変更者

要件が最後に変更された日時を表示します。変更日時

要件のタイプを表示します。タイプ

要件を完遂させる責任を持つ人物の名前を表示します。所有者

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：

ステータス

CCB への提出準備完了ステータスは、変更管理委員会
（CCB）による要件のレビューの準備が完了したことを示
します。

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、この要件を依頼した社外の顧客名が使用されます。要

外部参照

件がCaliberRMからStarTeamに対して発行された場合、
このプロパティーはCaliberRMにおけるこの要件の IDを
表示します。
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説明プロパティー

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。

説明

 

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。リストにユーザーを追加し
たり、リストからユーザーを削除したりすることができます。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

次のプロパティー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使用されます。

説明プロパティー

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。

検出されたあいまいな部分の数

作成時の説明で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を表示します。

改訂後の説明

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。

コメント

 

見積り

以下のプロパティーが見積りページにあります。

説明プロパティー

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

予想作業量

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同じ単位を使用する必
要があり、またすべての要件で一貫した単位を使用する必要があります。

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

作業量の上限

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プロパティーには同じ単位を使用す
る必要があり、またすべての要件で一貫した単位を使用する必要があります。

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

作業量の下限

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同じ単位を使用する必要があり、またすべて
の要件で一貫した単位を使用する必要があります。
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カスタム

アイテムのプロパティーダイアログボックスに表示するカスタムプロパティーを作成できます。以下のプ
ロパティーがカスタムページにあります。

説明プロパティー

カスタムプロパティー名を表示します。プロパティー

それぞれのカスタムプロパティーの値を表示します。プ
ロパティー名をダブルクリックすることで値を編集しま
す。

値

 

添付ファイル

添付ファイルページには、現在の要件に添付されたすべてのファイルのリストが表示されます。

コメント

以下のプロパティーがコメントページにあります。

説明プロパティー

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。

この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。

新規リビジョンのコメント

 

関連トピック

プロジェクトのプロパティー (361 ページ)
プロバイダのプロパティー (362 ページ)
プロジェクトのプロパティー (365 ページ)
フォルダプロパティー (369 ページ)
ファイルプロパティー (373 ページ)
変更要求プロパティー (376 ページ)
タスクのプロパティー (382 ページ)
トピックプロパティー (385 ページ)
変更要求プロパティー (376 ページ)
ファイルプロパティー (373 ページ)
フォルダプロパティー (369 ページ)
タスクのプロパティー (382 ページ)
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トピックプロパティー (385 ページ)
アイテムのプロパティーを表示または変更する (264 ページ)
アイテムのプロパティーを表示または変更する (264 ページ)

タスクのプロパティー

タスク

以下のプロパティーがタスクページにあります。

説明プロパティー

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。

親タスク

タスク名またはサブタスク名を表示します。名前

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。

担当者

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。

マイルストーン

タスクのステータスを表示します。ステータス

保留 – 先行タスクの完了を待機します。

開始可能 – タスクの作業を開始できます。

処理中 – タスクの作業が開始されています。

終了 – タスクの作業が終了しています。

完了 – タスクは完了し、クローズしています。

中断 – タスクの作業は一時的に中断しています。通常は、
別のタスクが完了するまで待機します。

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、Microsoft Projectにおける優先度

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。

タスクが完了するまでの予定作業時間を示します。期間

現在までに完了している作業の割合を表示します。完成度％

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

注意点
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説明プロパティー

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

要員ページには、タスク要員のリストが表示されます。チームメンバを担当者として割り当てるには、[追
加] ボタンでメンバをリストに追加します。削除する場合は、[削除] ボタンを使います。

時間

以下のプロパティーが時間ページにあります。

説明プロパティー

このタスクの開始日を表示します。（計画）開始

このタスクの終了日を表示します。（計画）終了

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。

（計画）作業量

作業記録に基づいて、実際の作業開始日を表示します。（実際）開始

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）終了

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。

（実際）作業量

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）開始

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）終了

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。

（ずれ）作業量

 

作業量

作業量ページには、このタスクのすべての作業記録のリストが表示されます。それぞれの作業記録には以下
のプロパティーがあります。

説明プロパティー

この作業記録の作業を実行したユーザー名を表示します。ユーザー
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説明プロパティー

作業記録の日付を表示します。日付

この作業記録に費やした時間を示します。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。

残り時間

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。

コメント

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）。

実総作業量

 

メモ

メモページは、タスクについてのメモを入力するテキストボックスです。

カスタム

アイテムのプロパティーダイアログボックスに表示するカスタムプロパティーを作成できます。

以下のプロパティーがカスタムページにあります。

説明プロパティー

カスタムプロパティー名を表示します。プロパティー

それぞれのカスタムプロパティーの値を表示します。プ
ロパティー名をダブルクリックすることで値を編集しま
す。

値

 

添付ファイル

添付ファイルページには、現在のアイテムに添付されたすべてのファイルのリストが表示されます。

コメント

以下のプロパティーがコメントページにあります。

説明プロパティー

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。

この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。

新規リビジョンのコメント
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関連トピック

プロジェクトのプロパティー (361 ページ)
プロバイダのプロパティー (362 ページ)
プロジェクトのプロパティー (365 ページ)
フォルダプロパティー (369 ページ)
ファイルプロパティー (373 ページ)
変更要求プロパティー (376 ページ)
要件プロパティー (379 ページ)
トピックプロパティー (385 ページ)
変更要求プロパティー (376 ページ)
ファイルプロパティー (373 ページ)
フォルダプロパティー (369 ページ)
要件プロパティー (379 ページ)
トピックプロパティー (385 ページ)
アイテムのプロパティーを表示または変更する (264 ページ)
アイテムのプロパティーを表示または変更する (264 ページ)

トピックプロパティー
ここでは、トピックのプロパティーダイアログボックスのプロパティーおよびその詳細について説明しま
す。トピックのプロパティーダイアログボックスには、次のプロパティー用タブページがあります。

トピック

以下のプロパティーがトピックページにあります。

説明プロパティー

トピックのタイトルを表示します。タイトル

トピックを作成したユーザー名を表示します。作成者

トピックが作成された日時を表示します。作成日時

トピックに添付されているファイルの数を表示します。添付ファイル

トピックを更新した最後のユーザー名を表示します。変更者

トピックが最後に変更された日時を表示します。変更日時
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説明プロパティー

トピックの内容を表示します。内容

 

オプション

以下のプロパティーがオプションページにあります。

説明プロパティー

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。

受信者

注: 受信者全員を削除しない限り、自分自身を受信者
一覧から削除することはできません。受信者が残って
いる場合、StarTeamでは、ユーザーは通知リストか
ら自分自身を削除することができません。

トピックの優先度を表示します。優先度

低、普通、高

トピックのステータスを表示します。ステータス

アクティブまたは非アクティブ

 

カスタム

アイテムのプロパティーダイアログボックスに表示するカスタムプロパティーを作成できます。

以下のプロパティーがカスタムページにあります。

説明プロパティー

カスタムプロパティー名を表示します。プロパティー

それぞれのカスタムプロパティーの値を表示します。プ
ロパティー名をダブルクリックすることで値を編集しま
す。

値

 

添付ファイル

添付ファイルページには、現在のトピックに添付されたすべてのファイルのリストが表示されます。

コメント

以下のプロパティーがコメントページにあります。

説明プロパティー

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。

このリビジョンのコメント
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説明プロパティー

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。

新規リビジョンのコメント

 

関連トピック

プロジェクトのプロパティー (361 ページ)
プロバイダのプロパティー (362 ページ)
プロジェクトのプロパティー (365 ページ)
フォルダプロパティー (369 ページ)
ファイルプロパティー (373 ページ)
変更要求プロパティー (376 ページ)
要件プロパティー (379 ページ)
タスクのプロパティー (382 ページ)
変更要求プロパティー (376 ページ)
ファイルプロパティー (373 ページ)
フォルダプロパティー (369 ページ)
要件プロパティー (379 ページ)
タスクのプロパティー (382 ページ)
アイテムのプロパティーを表示または変更する (264 ページ)
アイテムのプロパティーを表示または変更する (264 ページ)

StarTeam ビュー
ここでは、StarTeam ビューの作成および構成について説明します。

関連トピック

参照 (324 ページ)
ビュータイプのオプションと設定 (387 ページ)
StarTeam ビューの構成オプション (390 ページ)

ビュータイプのオプションと設定
次の表には、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ます。
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オプションの設定期待する特徴

ビュータイプ：分岐：すべて分岐（変動構成）

すべて分岐新規アイテム：

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 親ビューから選択
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

作業フォルダ：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。 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。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 変動
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

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

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

じフォルダやアイテムへの不必要な参照がいくつも作合だけです。ただし、アイテムを一方のビューで削除して
も、もう一方のビューからは削除されません。 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]
アイテムの動作： フィールドが [次のビルド] になっていると、その変
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っています。分岐可能な子ア

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。

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。

ビュータイプ：分岐：すべて分岐（変動構成以外）

すべて分岐新規アイテム：

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
成作成時に親ビューに存在していたものと同じとなりま

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。

す。アイテムを分岐しない限り、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：

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：

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っています。分岐可能な子ア 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
が分岐するまで [次のビルド] は置き換わりません。

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。

ビュータイプ：分岐：分岐なし（変動構成）

分岐なし新規アイテム：

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表示され、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 親ビューから選択
に存在すれば、子ビューにも表示されます。子ビューで

作業フォルダ：
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オプションの設定期待する特徴

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。

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フになります。

構成：既存アイテム：

変動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 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

実行する場合、変動構成ビューにすると、同じフォルダやと子ビューのどちらからでもアイテムを変更できます。た
だし、アイテムを一方の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。

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ます。また、子ビューの作成時に変更

アイテムの動作： 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、その変更要求が子ビューで分岐される場[変更時に分岐] チェックボックスは有効ですが、オフと

なっています。 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。

[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。

ビュータイプ：分岐：分岐なし（変動構成以外）

分岐なし新規アイテム：

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
成作成時に親ビューに存在していたものと同じとなりま

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。

す。アイテムを分岐しない限り、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：

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：

[変更時に分岐] チェックボックスは有効ですが、オフと
なっています。 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。

ビュータイプ：参照ビュー（読み取り/書き込み参照ビュー）

参照新規アイテム：

ルートフォルダ：子ビュー内の新規アイテムは子ビューと親ビュー双方に表
示されます。親ビュー内の新規アイテムは、子ビューがア 親ビューから選択
クセスするサブ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：

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：
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、どちら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] が無効になっています。
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オプションの設定期待する特徴

注：子ビューで作成したラベルや削除したオブジェクトは
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
うな動作にはなりません。

ビュータイプ：読み取り専用の参照ビュー（固定）

読み取り専用の参照新規アイテム：

ルートフォルダ：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、親ビューからのみ変更できます。

通常は親ビューと同じフォルダを選択します。

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
日付を指定した構成）[変更時に分岐] が無効になっています。

このビューはロールバックできます。

ビュータイプ：派生なしビュー（ブランク分岐ビュー）

派生なし新規アイテム：

ルートフォルダ：N/A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

る必要があります。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。 構成：
アイテムの動作： なし
[変更時に分岐] チェックボックスは無効です。 このビューはロールバックできます。

 

関連トピック

StarTeam ビュー (387 ページ)
StarTeam ビューの構成オプション (390 ページ)
ビュー (22 ページ)

StarTeam ビューの構成オプション
この表では、新規ビューウィザードに用意されているビュー構成オプションについて説明します。

説明設定

新しいビューのアイテムはすべて、現在の親ビュー内の対
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

変動構成

への変更は、そのアイテムが分岐しない限り、新規ビュー
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説明設定

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。

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

ラベル付き構成

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。

新規ビュー内のすべてのアイテムは、ユーザー指定のプロ
モーション状態を持ち、その状態にロールバックされま

プロモーション状態の構成

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。親ビューに対する変更
は新規ビューには反映されません。新規参照ビューで、特
定のアイテムに対して[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。

新規ビューには、指定した日時の時点で存在していたアイ
テムのみが含まれます。これらのアイテムは、その日時の

次の時点の構成

直前にロールバックされます。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、特定のアイ
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。

 

関連トピック

StarTeam ビュー (387 ページ)
ビュータイプのオプションと設定 (387 ページ)
ビュー (22 ページ)

変更要求
変更要求に関する参照情報を提供します。
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関連トピック

参照 (324 ページ)
変更要求のデフォルトフィールドと必須フィールド (392 ページ)
一般に使用される変更要求の略称 (395 ページ)

変更要求のデフォルトフィールドと必須フィールド
次の表では、変更要求ダイアログボックス上のフィールドのリストを示し、それぞれのフィールドについ
て使用方法の説明と必須かどうかの区別を示します。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。

例説明必須かどうかフィールド

この例では、ステータスを
新規に設定します。

新しい CR については、ス
テータスフィールドを新規
に設定します。CR が開発者

はいステータス

に割り当てられると、ステー
タスは対応開始に変化しま
す。

この例では、問題の深刻度が
比較的低い（システムク

問題の深刻度を指定します。
重要度が [高] のアイテムは

はい重要度

ラッシュやデータ遺失の原因通常、データの遺失または破
とはならない）ため、重要度損やシステムクラッシュな
中として問題を分類しま
す。

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。

この例では、優先度フィー
ルドは選択しません。

ほとんどの障害追跡システム
で、優先度は複数のレベル
（通常は 1 ～ 5 の尺度）か

はい優先度

ら選択します。ただし、
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
担当者または開発者によって
決定されます。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
必要があるかどうかを表して
います。[優先度] フィール
ドは、障害が致命的である場
合や、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場合に選
択します。
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例説明必須かどうかフィールド

この例では、プラットフォー
ムをすべてに設定します。

障害がどのオペレーティング
システム環境で発生するかを
指定します。障害が

はいプラットフォーム

Windows NT 上でのみ発生
する場合は、[WindowsNT]
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。

この例では、このフィールド
を空白のままにします。

企業の外部から発生する情報
を指定します。このような情
報の例としては、外部のテス

いいえ外部参照

ト請負サービスや顧客からの
障害に関するメモなどがあり
ます。このフィールドは現在
使用されていません。

この例では、このフィールド
を空白のままにします。

障害の発生部位である製品の
コンポーネントを識別しま
す。このフィールドは現在使
用されていません。

いいえコンポーネント

この例では、このフィールド
を空白のままにします。

製品のサブコンポーネントを
識別します。このフィール
ドはコンポーネントフィー

いいえカテゴリー

ルドと共に、障害の発生部位
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。

この例では、「[詳細フィー
ルドを表示する] チェッ

確認した問題や機能強化の提
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。

はい概要

ク ボックスを使用すると
利用可能なフィールドが

注: [概要] には 1 つの
障害の情報だけを含め

消える」というような概要
を入力します。

るようにします。報告
されている障害が別の
障害を引き起こす場合
や、別の障害に関係す
る場合は、別の障害を
この障害と分けて入力
して、[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
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例説明必須かどうかフィールド

#3109 も関係す
る」）。

この例では、障害を選択し
ます。

CR がソフトウェアで再現可
能な問題である場合、障害
を選択します。顧客からの要

はいタイプ

求または機能強化要求である
場合は提案を選択します。

この例では、最新のビルド番
号を選択します。

障害が発見された（または最
後にテストされた）ソフト
ウェアのビルド番号を示しま

はいテスト済み最終ビルド

す。CR を入力している場合
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
ログボックスに表示され
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。

この例では、このフィールド
を空白のままにします。

修正が最初に行われるビルド
を示します。エンジニアが障
害を解決した後、ほとんどの

はい以下のビルドで対応

場合このフィールドは次の
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。

この例では、このフィールド
を空白のままにするか、また

この障害への対応に責任を持
つ人物を示します。ライフ

いいえ担当者

はプロジェクトのリードエサイクルの中でのCRの段階
ンジニアを責任者として選択に応じて、担当者は開発者、
します。リードエンジニアQA エンジニア、または CR
は適切なユーザーにこの障害
を割り当てます。

を最初に報告したユーザーな
どとなります。

なしこのフィールドには、CR を
最初に入力した人物の名前が

はい対応者

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。
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例説明必須かどうかフィールド

再現手順は次のように記述し
ます。

説明タブを選択します。説
明と再現手順フィールド
に、障害についての詳しい情

はい説明と再現手順

1. 上部ペインで列見出しを
右クリックする。

報を入力します。具体的に
は、概要情報を基に説明文を

2. フィールドの表示を選
択する。

作成します。再現手順の情
報は障害を再現するための詳

3. 詳細フィールドを表示す
るチェックボックスを左

細な手順を示しているため、
CR に入力されるデータの中

クリックする。//チェッで最も重要なものです。情報
クボックスが選択され
る。

が詳しければ詳しいほど、障
害を担当する開発者が障害の
原因を特定して障害を解決で
きる可能性が高くなります。

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。

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。

 

関連トピック

変更要求 (391 ページ)
一般に使用される変更要求の略称 (395 ページ)
変更要求で作業する (245 ページ)

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。次の表では、推奨される略記法および略記中の各要素について説明
します。

説明略記法

ステップの番号。1, 2, 3,...

マウスの左ボタンをクリックします。LClick

マウスの右ボタンをクリックします。RClick
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説明略記法

マウスの左ボタンをダブルクリックします。DClick

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]を押し、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。< >

例：<OK> または <Cancel> を押す。

メニュー区切りを表します。>

例：File > Open または Topic > Tools >
Reports を選択する。

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。EXP

例：EXP：フォーカスが次のフィールドに移動する。

実際の結果。ACT

例：ACT：アプリケーションがクラッシュした。
 

関連トピック

変更要求 (391 ページ)
変更要求のデフォルトフィールドと必須フィールド (392 ページ)
変更要求で作業する (245 ページ)

[詳細] ビューのカスタマイズ用テンプレート
ここには、StarTeam Eclipse Client の詳細ビューを変更する場合にスタート地点として使用できるサンプ
ルテンプレートが用意されています。

396 | 参照



関連トピック

参照 (324 ページ)
フォルダテンプレートのサンプル (397 ページ)
ファイルの [詳細] ビューテンプレートのサンプル (398 ページ)
変更要求の [詳細] ビューテンプレートのサンプル (400 ページ)
タスクの [詳細] ビューテンプレートのサンプル (403 ページ)
トピックの [詳細] ビューテンプレートのサンプル (406 ページ)
要件の [詳細] ビューテンプレートのサンプル (408 ページ)
[詳細] ビューをカスタマイズする (285 ページ)
[詳細] ビュー (30 ページ)

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ビュー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>
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<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] ビューテンプレートで使用されるフィールド

[詳細]ビューの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
場合にクライアントで認識されます。たとえば、~~LocalPath~~ は、フォルダーのプロパティーダイア
ログボックスの名前タブにある作業フォルダー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ー
へのパスを表します。

関連トピック

[詳細] ビューのカスタマイズ用テンプレート (396 ページ)
ファイルの [詳細] ビューテンプレートのサンプル (398 ページ)
変更要求の [詳細] ビューテンプレートのサンプル (400 ページ)
タスクの [詳細] ビューテンプレートのサンプル (403 ページ)
トピックの [詳細] ビューテンプレートのサンプル (406 ページ)
要件の [詳細] ビューテンプレートのサンプル (408 ページ)

ファイルの [詳細] ビュー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ビュー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>
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<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>

[詳細] ビューテンプレートで使用されるフィールド

詳細ビューの 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
場合にクライアントで認識されます。たとえば、~~Path~~は、ファイルのプロパティーダイアログボッ
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。
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関連トピック

[詳細] ビューのカスタマイズ用テンプレート (396 ページ)
フォルダテンプレートのサンプル (397 ページ)
変更要求の [詳細] ビューテンプレートのサンプル (400 ページ)
タスクの [詳細] ビューテンプレートのサンプル (403 ページ)
トピックの [詳細] ビューテンプレートのサンプル (406 ページ)
要件の [詳細] ビューテンプレートのサンプル (408 ページ)

変更要求の [詳細] ビュー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ビューをカスタマイズできます。

HTML の内容を切り取って changerequest.details.html という名前のファイルに貼り付け、それを現在の
ユーザーの Application Data\Borland\StarTeamフォルダに配置します。たとえば、Windows システム
では、このファイルはC:\Documents and Settings\<ユーザー名>\Application Data\Borland\StarTeam
フォルダにあります。

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>
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</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>

<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>
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<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>

<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>
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[詳細] ビューテンプレートで使用されるフィールド

[詳細]ビューの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
場合にクライアントで認識されます。例：~~Status~~は、変更要求プロパティーダイアログボックスに
ある [ステータス] フィールドを表しています。[詳細] ビュー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。

関連トピック

[詳細] ビューのカスタマイズ用テンプレート (396 ページ)
フォルダテンプレートのサンプル (397 ページ)
ファイルの [詳細] ビューテンプレートのサンプル (398 ページ)
タスクの [詳細] ビューテンプレートのサンプル (403 ページ)
トピックの [詳細] ビューテンプレートのサンプル (406 ページ)
要件の [詳細] ビューテンプレートのサンプル (408 ページ)

タスクの [詳細] ビュー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ビュー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>
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<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>

<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>
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<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>

<b>Read Only:</b> ~~ReadOnly~~ <br>

</body>

</html>

[詳細] ビューテンプレートで使用されるフィールド

[詳細]ビューの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
場合にクライアントで認識されます。たとえば、~~StTaskEstimatedStart~~ は、タスクのプロパティー
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] ビュー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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関連トピック

[詳細] ビューのカスタマイズ用テンプレート (396 ページ)
フォルダテンプレートのサンプル (397 ページ)
ファイルの [詳細] ビューテンプレートのサンプル (398 ページ)
変更要求の [詳細] ビューテンプレートのサンプル (400 ページ)
トピックの [詳細] ビューテンプレートのサンプル (406 ページ)
要件の [詳細] ビューテンプレートのサンプル (408 ページ)

トピックの [詳細] ビュー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ビューをカスタマイズできます。

HTMLの内容を切り取って topic.details.html という名前のファイルに貼り付け、それを現在のユーザーの
Application Data\Borland\StarTeam フォルダに配置します。たとえば、Windows システムでは、この
ファイルは C:\Documents and Settings\<ユーザー名>\Application Data\Borland\StarTeam フォ
ルダにあります。

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>
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<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>

<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>
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[詳細] ビューテンプレートで使用されるフィールド

[詳細]ビューの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
場合にクライアントで認識されます。たとえば、~~Status~~ は、トピックのプロパティーダイアログ
ボックスにある [ステータス] フィールドを表します。[詳細] ビュー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。

関連トピック

[詳細] ビューのカスタマイズ用テンプレート (396 ページ)
フォルダテンプレートのサンプル (397 ページ)
ファイルの [詳細] ビューテンプレートのサンプル (398 ページ)
変更要求の [詳細] ビューテンプレートのサンプル (400 ページ)
タスクの [詳細] ビューテンプレートのサンプル (403 ページ)
要件の [詳細] ビューテンプレートのサンプル (408 ページ)

要件の [詳細] ビュー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ビュー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>
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<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>

<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>
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<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] ビューテンプレートで使用されるフィールド

詳細ビューの 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
場合にクライアントで認識されます。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] ビュー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。

関連トピック

[詳細] ビューのカスタマイズ用テンプレート (396 ページ)
フォルダテンプレートのサンプル (397 ページ)
ファイルの [詳細] ビューテンプレートのサンプル (398 ページ)
変更要求の [詳細] ビューテンプレートのサンプル (400 ページ)
タスクの [詳細] ビューテンプレートのサンプル (403 ページ)
トピックの [詳細] ビューテンプレートのサンプル (406 ページ)

アイテムのプロパティーのカスタマイズ
アイテムのプロパティーのカスタマイズに関する参照情報を提供します。

関連トピック

参照 (324 ページ)
可能なフィールドの変更 (411 ページ)
ユーザー定義プロパティーフィールドタイプ (412 ページ)
プロパティーのフィールドをカスタマイズする (319 ページ)
ユーザー定義プロパティーフィールド (154 ページ)
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可能なフィールドの変更
次の各セクションでは、既存のプロパティーフィールドを変更するときに行うことのできるフィールドの変
更について説明します。

列挙型

列挙型のフィールドは、次の変更ができます。

• 指定できる値への値の追加（左下角に黄色の鍵マークが付いたアイコンのフィールドを除いてすべて）
• 指定できる値の名前の変更
• デフォルト値の変更（左下角に黄色の鍵マークが付いたアイコンのフィールドを除いてすべて）
• 表示名の変更（中央に鉛筆マークが付いたアイコンまたは人物アイコンのフィールドのみ）
• 指定できる値の無効化（左下角に黄色の鍵マークが付いたアイコンのフィールドを除いてすべて）
• 無効化されている値の有効化（左下角に黄色の鍵マークが付いたアイコンのフィールドを除いてすべて）
• 指定できる値の順序変更（左下角に黄色の鍵マークが付いたアイコンのフィールドを除いてすべて）

整数または実数タイプ

整数または実数タイプのフィールドは、次の変更ができます。

• 表示名の変更
• 新しいデフォルト値の入力

テキストタイプ

テキストタイプのフィールドは、次の変更ができます。

• 表示名の変更
• フィールドが必須か任意かの指定

注: 最大長は変更できません。

日付/時刻タイプ

日時タイプのフィールドは、次の変更ができます。

• 表示名の変更
• 新しいデフォルト値の入力

ユーザー ID タイプ

ユーザー ID タイプのフィールドは、次の変更ができます。

• 表示名の変更
• フィールドが必須か任意かの指定
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関連トピック

アイテムのプロパティーのカスタマイズ (410 ページ)
ユーザー定義プロパティーフィールドタイプ (412 ページ)
プロパティーフィールドを新規作成する (320 ページ)
プロパティーのフィールドをカスタマイズする (319 ページ)

ユーザー定義プロパティーフィールドタイプ
次の表には、ユーザー定義フィールドを作成する際に使用できるデータ型のリストを示します。

説明フィールドタイプ

フィールドが数値で、小数点を含めることができることを示します。範囲は、1.7E
+/- 308（15桁）ですが、この範囲は使用するデータベースによって制限される

実数

場合があります。たとえば、Microsoft SQL Server は、最初の 32 文字以外は無
視します。

このフィールドには、列挙値のセットから選んだ 1 つの値が含まれることを示し
ます。たとえば、信号というフィールドに対する列挙値なら、赤、黄、青とな
ります。

列挙値

このフィールドは整数であることを示します。データベース間で問題なく移行で
きるようにするため、範囲は 9 桁に制限されています。

整数

指定した長さの文字列のフィールドであることを示します。テキスト

このフィールドに日付および時刻が含まれることを示します。日時

このフィールドには、ユーザーのリストにある値のセットから得たユーザーの名
前が含まれることを示します。

ユーザー ID

 

関連トピック

アイテムのプロパティーのカスタマイズ (410 ページ)
可能なフィールドの変更 (411 ページ)
プロパティーフィールドを新規作成する (320 ページ)

フィールド
ここでは、対応するコンポーネントビューに存在するフィールドの詳細なリストを示します。
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関連トピック

参照 (324 ページ)
ファイルフィールド (413 ページ)
変更要求フィールド (424 ページ)
要件フィールド (433 ページ)
タスクフィールド (441 ページ)
トピックフィールド (450 ページ)
監査フィールド (456 ページ)
フィールド (146 ページ)

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。

説明フィールド

値：Native-IIアーカイブ形式（詳細）

内部識別子：ArchiveFormat
ファイルリビジョンが保存される形式を示します。

値：テキストアーカイブのパス

内部識別子：ArchivePath
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 進値アーカイブ名（詳細）

内部識別子：STArchiveName
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-]アーカイブのタイプ

内部識別子：タイプ
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]変更時に分岐（詳細）
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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。

注: 値が [いいえ] の場合、[分岐状態] の値は [いいえ] となってい
る理由を説明するものとなります。

値：[分岐]、[非分岐]、[ルート]分岐状態（詳細）

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。

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：テキストコメント

内部識別子：Comment
ファイルのプロパティー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ーを変更すると、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：番号コメント ID（詳細）

内部識別子：CommentID
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。
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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]圧縮レベル

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率を可能な限り高くし
て、サーバーのパフォーマンスを向上します。

速度を最大にする：ファイルリビジョンの圧縮処理速度を可能な限り高
くして、サーバーのパフォーマンスを向上します。

なし：圧縮しません。

値：日時構成日時

内部識別子：ConfigurationTime
それに向けてファイルが構成される日時を示します。特定の日時に対し
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状態に対してファイルを構成すると、
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を示します。

値：番号内容リビジョン

内部識別子：ContentVersion
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、
この回数には、親ビューからのすべての内容リビジョンが含まれます。
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>作成者

内部識別子：CreatedUserID
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を
チェックインしたユーザーのどちらかです。

値：日時作成日時

内部識別子：CreatedTime
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>削除者

内部識別子：DeletedUserID
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見ることができません。内部的
のみに使用されます。
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値：日時削除日時

内部識別子：DeletedTime
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：テキスト説明

内部識別子：Description
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：テキストドット記法

内部識別子：DotNotation
1.2.1.0 のような分岐リビジョン番号。

値：日時最終変更日時（詳細）

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。

値：ANSI 文字の数値表現EOL 文字

内部識別子：EOL
内部的のみに使用されます。このフィールドは主に、Native-1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
決定するために使用されます。

値：[いいえ]、[はい]実行可能ファイル

内部識別子：Executable
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：テキスト拡張子

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。

値：日時チェックイン時のファイルタイムスタンプ

内部識別子：Modified
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。
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値：[ASCII]、[バイナリ]、[Unicode]ファイルタイプ

内部識別子：Charset
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]フラグ

内部識別子：フラグ
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。

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。

フラグユーザーリスト（詳細）

内部識別子：FlagUserList
クエリー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：テキストフォルダ

内部識別子：フォルダ
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：テキストフォルダのパス

内部識別子：Folder Path（スペースを含む）
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ハイブ ID（詳細）

内部識別子：HiveID
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>アイテム削除者

内部識別子：ItemDeletedUserID
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見ることができません。内
部的のみに使用されます。

値：日時アイテム削除日時

内部識別子：ItemDeltedTime
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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：テキストローカル名

内部識別子：LocalName
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：テキストローカルパス

内部識別子：LocalPath
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>ロックしたユーザー

内部識別子：ExclusiveLocker
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、意味のあるゼロのみが表示され

MD5 チェックサム

ます。そのため、05 や 0A は、5 や A のように表示されます。また、
A–F は a–f と表示されます。

内部識別子：MD5
クエリー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>変更者

内部識別子：ModifiedUserID
ファイルを最後に変更したユーザーの名前。

値：日時変更日時

内部識別子：ModifiedTime
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たか、
またはプロパティーが変更された可能性があります。この日時は、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]

自分でかけたロック

内部識別子：MyLock
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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：テキスト名前

内部識別子：Name
フォルダ名を表示します。

値：テキスト新規リビジョンのコメント（詳細）

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。

値：テキスト非排他的にロックしているユーザー

内部識別子：NonExclusiveLockers
ファイルを非排他的にロックしたユーザーの名前。

値：番号オブジェクト ID

内部識別子：ID
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で分岐すると、別のオブジェクト
ID が割り当てられます。元の ID は、親ビューのファイルを指していま
す。

値：番号親の分岐リビジョン（詳細）

内部識別子：PathRevision
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：番号親 ID（詳細）

内部識別子：ParentObjectID
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：親のリビジョン（詳細）

内部識別子：ParentRevision
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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：テキストパス

内部識別子：Path
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：番号プロジェクト ID（詳細）

内部識別子：ProjectID
プロジェクトに割り当てられるID番号。サーバー構成内では、プロジェ
クトに対して作成順に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PVCS リビジョン（詳細）

内部識別子：PVCSRev
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]読み取り専用（詳細）

内部識別子：ReadOnly
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の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。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：番号リビジョン

内部識別子：ViewVersion
ファイルがチェックインされたか、またはファイルのプロパティーが変
更された回数。ファイルが子ビューにある場合、この回数には、親ビュー
からのすべてのリビジョンが含まれます。これは、クライアント計算
フィールドです。

値： 0リビジョンフラグ（詳細）

内部識別子：RevisionFlags
内部的のみに使用されます。
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値：番号ディスク上のリビジョン

内部識別子：SyncPathVersion
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、この数は表示され
ません。これは、クライアント計算フィールドです。

値：番号ルートオブジェクト ID（詳細）

内部識別子：RootObjectID
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と同じになります。ファイル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]共有状態

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：テキスト簡単なコメント

内部識別子：ShortComment
ファイルのプロパティー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：番号サイズ

内部識別子：FileSize
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]

ステータス

内部識別子：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。

値：番号同期ファイルの分岐バージョン

内部識別子：SyncObjectVersion
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ステータスを決定するために使用されるフィールド。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：番号同期ファイルの内容バージョン

内部識別子：SyncContentVersion
ステータスを決定するために使用されるフィールド。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]同期ファイルが既知

内部識別子：SyncKnown
ステータスを決定するために使用されるフィールド。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：番号同期ファイルのローカルサイズ

内部識別子：SyncSize
ステータスを決定するために使用されるフィールド。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。

値：日時同期ファイルのローカルタイムスタンプ

内部識別子：SyncTime
ステータスを決定するために使用されるフィールド。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、意味のあるゼロのみが表示され

同期ファイルの MD5 チェックサム

ます。そのため、08、0B、06 は、8、B、6 のように表示されます。ま
た、A–F は a–f と表示されます。

内部識別子：SyncMD5
クエリーでは使用できません。ステータスを決定するために使用される
フィールド。作業ファイルの MD5 チェックサムです。これは、クライ
アント計算フィールドです。

値：[いいえ]、[はい]同期ファイルがルートパス上に存在

内部識別子：SyncOnPathToRoot
ステータスを決定するために使用されるフィールド。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
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の値が[はい]の場合、作業ファイルはマージが必要であるか、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：番号データ保管庫分岐バージョン（詳細）

内部識別子：VaultVersion
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：番号バージョン（詳細）

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
1.3.1.2 の場合、バージョンは 2 です。

値：ビューのリスト、<なし>ビュー

内部識別子：ViewID
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：テキスト作業ファイル（実行可能）

内部識別子：No, Yes
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]作業ファイルが存在

内部識別子：LocalFileExists
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：番号作業ファイルのサイズ

内部識別子：LocalSize
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：日時作業ファイルのタイムスタンプ

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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関連トピック

フィールド (412 ページ)
変更要求フィールド (424 ページ)
要件フィールド (433 ページ)
タスクフィールド (441 ページ)
トピックフィールド (450 ページ)
監査フィールド (456 ページ)

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。

説明フィールド

値：ユーザーのリスト、<なし>対応者

内部識別子：AddressedBy
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>対応ビルド

内部識別子：AddressedIn
変更要求に対する解決が行われた後に作成される次の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。

値：ビューのリスト、<なし>対応ビュー

内部識別子：AddressedIn
View 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、共有お
よび移動される変更要求にとって重要です。

値：番号添付ファイル数

内部識別子：AttachmentCount
変更要求に添付されたファイルの数。

値：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。

添付ファイル ID（詳細）

内部識別子：AttachmentIDs
クエリー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。
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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添付ファイル名

内部識別子：AttachmentNames
変更要求に添付されたファイルの名前。

値：[いいえ]、[はい]変更時に分岐（詳細）

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。

• 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] となっている理
由を説明するものとなります。

[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]分岐状態（詳細）

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ファイル
に当てはまります。

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：テキストカテゴリー

内部識別子：Category
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。このプロパ
ティーは、通常、コンポーネントフィールドと共に使用されます。

値：日時対応完了日時

 

参照 | 425



説明フィールド

内部識別子：ClosedOn
変更要求が対応完了とされた日時。

値：テキストコメント

内部識別子：Comment

簡単なコメントフィールドには、変更要求のプロパティーの変更理由として
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
プロパティーを変更すると、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。

値：番号コメント ID（詳細）

内部識別子：CommentID
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：テキストコンポーネント

内部識別子：Component

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。このプロパティー
は、多くの場合カテゴリーフィールドと共に使用されて、サブコンポーネン
トを識別しやすくするために使用されます。

値：日時構成日時

内部識別子：ConfigurationTime
それに向けて変更要求が構成される日時を示します。特定の日時に対して変
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を示します。

値：番号CR 番号

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。

値：ユーザーのリスト、<なし>作成者（詳細）

内部識別子：CreatedUserID
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。
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説明フィールド

値：日時作成日時（詳細）

内部識別子：CreatedTime
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>削除者

内部識別子：DeletedUserID
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：日時削除日時

内部識別子：DeletedTime
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：テキスト説明

内部識別子：Description
説明フィールド内のテキスト。

値：テキストドット記法

内部識別子：DotNotation

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：日時最終変更日時（詳細）

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。このフィールドはビュー
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>提出者

内部識別子：EnteredBy
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この変更要求を作成したユーザーの名前。

値：日時提出日時

内部識別子：EnteredOn
この変更要求が作成された日時。

値：テキスト外部参照

内部識別子：ExternalReference
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：テキスト解決

内部識別子：Fix
解決策フィールド内のテキスト。

値：[いいえ]、[はい]フラグ

内部識別子：Flag
ワークステーション上のビュー内で、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。

フラグユーザーリスト（詳細）

内部識別子：FlagUserList
クエリー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：テキストフォルダ

内部識別子：Folder

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：テキストフォルダのパス

内部識別子：Folder Path（スペースを含む）

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>アイテム削除者

内部識別子：ItemDeletedUserID
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説明フィールド

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見ることができません。内部的のみに
使用されます。

値：日時アイテム削除日時

内部識別子：ItemDeletedTime
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見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>テスト済み最終ビルド

内部識別子：LastBuildTested
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>ロックしたユーザー

内部識別子：ExclusiveLocker
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>変更者

内部識別子：ModifiedUserID
変更要求を最後に変更したユーザーの名前。

値：日時変更日時

内部識別子：ModifiedTime

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]

自分でかけたロック

内部識別子：MyLock
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：テキスト新規リビジョンのコメント（詳細）

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。ビューに追加した場合、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。
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値：テキスト非排他的にロックしているユーザー

内部識別子：NonExclusiveLockers
変更要求を非排他的にロックしたユーザーの名前。

値：番号オブジェクト ID

内部識別子：ID
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で分岐すると、別のオブジェクト ID が割り
当てられます。元の ID は、親ビューの変更要求を指しています。

値：番号親の分岐リビジョン（詳細）

内部識別子：PathRevision
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：番号親 ID（詳細）

内部識別子：ParentObjectID
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：番号親のリビジョン（詳細）

内部識別子：ParentRevision
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。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 0 です。

値：[すべて]、[MacOS]、[その他]、[Unix]、[Windows 2000]、
[Windows 95]、[Windows 98]、[Windows NT]、[Windows XP]

プラットフォーム

内部識別子：Platform
プラットフォームフィールドの値。

値：[あり]、[なし]優先度

内部識別子：Priority
優先度フィールドの値。多くの場合、リポジトリのカスタマイズを使用して、
他の値も含むようにこのフィールドが拡張されます。これにより、アプリケー
ションの真偽値が列挙型として処理されるようになるためです。たとえば、
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説明フィールド

[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]読み取り専用（詳細）

内部識別子：ReadOnly
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]読み取りステータス

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。

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。

読み取りステータスユーザーリスト

内部識別子：ReadStatusUserList
クエリー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：日時解決日時

内部識別子：ResolvedOn
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>担当者

内部識別子：Responsibility
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リビジョンフラグ（詳細）

内部識別子：RevisionFlags
内部的のみに使用されます。

値：番号ルートオブジェクト ID（詳細）

内部識別子：RootObjectID
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場合、ルートオブ
ジェクト ID は親 ID、または親の親 ID です。
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値：[高]、[低]、[中]重要度

内部識別子：Severity
重要度フィールドの値。

値：[派生共有]、[未共有]、[ルート共有]共有状態

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：テキスト簡単なコメント

内部識別子：ShortComment
変更要求のプロパティー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

ステータス

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）

内部識別子：Status
ステータスフィールドの値。

値：テキスト概要

内部識別子：Synopsis
概要フィールドの値。

値：テキストテストコマンド（Test Command）

内部識別子：TestCommand
[テストコマンド] フィールド内のテキスト。

値：[障害]、[提案]タイプ

内部識別子：タイプ
タイプフィールドの値。
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値：日時検証日時

内部識別子：VerifiedOn
変更要求が検証された日時。解決状況には、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）があります。

値：番号バージョン（詳細）

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1.3.1.2
の場合、バージョンは 2です。

値：ビューのリスト、<なし>ビュー

内部識別子：ViewID
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：テキスト回避策

内部識別子：WorkAround
回避策フィールド内のテキスト。
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ファイルフィールド (413 ページ)
要件フィールド (433 ページ)
タスクフィールド (441 ページ)
トピックフィールド (450 ページ)
監査フィールド (456 ページ)

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。
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値：[いいえ]、[はい]自分の担当か?

内部識別子：AmIResponsible
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：番号検出されたあいまいな部分

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：

内部識別子：

値：番号添付ファイル数

内部識別子：AttachmentCount
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。

添付ファイル ID（詳細）

内部識別子：

クエリー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：

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添付ファイル名

内部識別子：AttachmentNames
要件に添付されたファイルの名前。

値：番号子の数

内部識別子：ChildrenCount
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]子タイプ

内部識別子：ChildType
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。
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値：テキストコメント

内部識別子：Comment
簡単なコメントフィールドには、要件のプロパティー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
ロパティーを変更すると、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。

値：番号コメント ID（詳細）

内部識別子：CommentID
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：テキストコメント

内部識別子：Comments
作成時の説明で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
た説明に関するコメントを表示します。

値：日時構成日時

内部識別子：ConfigurationTime
それに向けて要件が構成される日時を示します。特定の日時に対して要件を構
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
モーション状態に対して要件を構成すると、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
日時のいずれかを示します。

値：ユーザーのリスト、<なし>作成者

内部識別子：CreadedUserID
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：日時作成日時

内部識別子：CreatedTime
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>削除者

内部識別子：DeletedUserID
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見ることができません。内部的のみに使用されま
す。
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値：日時削除日時

内部識別子：DeletedTime
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：テキスト説明

内部識別子：Description
説明フィールド内のテキスト。

値：[いいえ]、[はい]無効

内部識別子：Disabled
要件が無効かどうかを示します。

値：テキストドット記法

内部識別子：DotNotation

1.2のような分岐リビジョン番号。

値：日時最終変更日時（詳細）

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。このフィールドはビューに
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：番号予想作業量

内部識別子：ExpectedEffort
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
業量の上限には同じ単位を使用する必要があり、またすべての要件で一貫した
単位を使用する必要があります。

値：テキスト外部参照

内部識別子：ExternalReference
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]フラグ

内部識別子：Flag
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ワークステーション上のビュー内で、フラグは要件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。

フラグユーザーリスト（詳細）

内部識別子：FlagUserList
クエリー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：テキストフォルダのパス

内部識別子：Folder Path（スペースを含む）
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：番号作業量の上限

内部識別子：HighEffort
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
業量には同じ単位を使用する必要があり、またすべての要件で一貫した単位を
使用する必要があります。

値：ユーザーのリスト、<なし>アイテム削除者

内部識別子：ItemDeletedUserID
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見ることができません。内部的のみに使
用されます。

値：日時アイテム削除日時

内部識別子：ItemDeltedTime
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見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>ロックしたユーザー

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。

値：番号作業量の下限

内部識別子：LowEffort
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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同じ単位を使用する必要があり、またすべての要件で一
貫した単位を使用する必要があります。

値：ユーザーのリスト、<なし>変更者

内部識別子：ModifiedUserID
要件を最後に変更したユーザーの名前。

値：日時変更日時

内部識別子：ModifiedTime
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]

自分でかけたロック

内部識別子：MyLock
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：テキスト名前

内部識別子：Name
要件の名前。

値：テキスト新規リビジョンのコメント（詳細）

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。ビューに追加した場合、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：テキスト非排他的にロックしているユーザー

内部識別子：NonExclusiveLockers

要件を非排他的にロックしたユーザーの名前。

値：テキストメモ

内部識別子：Notes
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：番号番号
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内部識別子：RequirementNumber
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：番号オブジェクト ID

内部識別子：ID

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>所有者

内部識別子：Owner
この要件に最終的に責任を持つ人物を示します。

値：番号親要件 ID（詳細）

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：

内部識別子：

値：[望ましい]、[必須]、[未割り当て]、[有用]優先度

内部識別子：Priority
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んだりすることができます。

値：[いいえ]、[はい]読み取り専用（詳細）

内部識別子：ReadOnly
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]読み取りステータス

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。

値：読み取りステータスユーザーリスト

内部識別子：
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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。

読み取りステータスユーザーリスト

内部識別子：ReadStatusUserList

クエリー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：番号担当者数

内部識別子：ResponsibleCount

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。

担当者 ID

内部識別子：ResponsibleIDs
クエリー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。担当者名

内部識別子：ResponsibleNames
この要件に責任を持つユーザーの名前。

値：バイト配列検討者

内部識別子：ReviewedByIDs
クエリー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：テキスト改訂後の説明

内部識別子：RevisedDescription
作成時の説明で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
た新しい説明を表示します。

値： 0

内部識別子：RevisionFlags
リビジョンフラグ（詳細）

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]共有状態

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
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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：テキスト簡単なコメント

内部識別子：ShortComment
要件のプロパティー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]

ステータス

内部識別子：Status
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]

タイプ

内部識別子：Type
要件のタイプを示します。

値：番号バージョン（詳細）

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。

 

関連トピック

フィールド (412 ページ)
ファイルフィールド (413 ページ)
変更要求フィールド (424 ページ)
タスクフィールド (441 ページ)
トピックフィールド (450 ページ)
監査フィールド (456 ページ)

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。
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値：日時（実際）終了

内部識別子：StTaskActualFinish
タスクの実際の終了日。

値：番号実所要時間

内部識別子：StTaskActualHours
タスクの完了までに費やされる時間数。

値：日時（実際）開始

内部識別子：StTaskActualStart
タスクの実際の開始日。

値：番号添付ファイル数

内部識別子：AttachmentCount
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。

添付ファイル ID（詳細）

内部識別子：AttachmentIDs
クエリー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添付ファイル名

内部識別子：AttachmentNames
タスクに添付されたファイルの名前。

値：テキスト注意点の内容

内部識別子：StTaskAttentionNotes
注意点に付随するメモ内のテキスト。

値：番号子の数

内部識別子：ChildrenCount
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：テキストコメント

内部識別子：Comment
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[簡単なコメント] フィールドには、変更要求のプロパティーの変更理由として
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
スクのプロパティーを変更すると、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。

値：番号コメント ID（詳細）

内部識別子：CommentID
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：日時構成日時

内部識別子：ConfigurationTime
それに向けてタスクが構成される日時を示します。特定の日時に対してタスク
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
プロモーション状態に対してタスクを構成すると、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を示します。

値：日時制約となる期日

内部識別子：StTaskConstraintDate
タスクの制約となる期日。これはMSProject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]

制約タイプ

内部識別子：StTaskConstraintType
タスクの制約タイプ。これはMSProject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>作成者

内部識別子：StTaskConstraintType
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：日時作成日時

内部識別子：CreatedTime
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>削除者

内部識別子：DeletedUserID
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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見ることができません。内部的のみに使用されま
す。

値：日時削除日時

内部識別子：DeletedTime
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：テキストドット記法

内部識別子：DotNotation

1.2のような分岐リビジョン番号。

値：日時最終変更日時（詳細）

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。このフィールドはビューに
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：日時予定終了日時

内部識別子：StTaskEstimatedFinish
タスクの予想終了日。

値：日時予定終了日時のずれ

内部識別子：StTaskEstimatedFinishVariance
タスクの予想終了日と実際の終了日の差。

値：番号予定時間

内部識別子：StTaskEstimatedHours
タスクの完了までに費やされる時間数。

値：番号予定時間のずれ

内部識別子：StTaskEstimatedHoursVariance
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：
予定開始日時

値：日時

内部識別子：StTaskEstimatedStart
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タスクの予想開始日。

値：日時予定開始日時のずれ

内部識別子：StTaskEstimatedStartVariance
タスクの予想開始日と実際の開始日の差。

値：[いいえ]、[はい]フラグ

内部識別子：Flag
ワークステーション上のビュー内で、フラグはタスク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。

フラグユーザーリスト（詳細）

内部識別子：FlagUserList
クエリー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：テキストフォルダのパス

内部識別子：Folder Path（スペースを含む）
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]自分の担当タスクか?

内部識別子：IsMyTask?
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：[いいえ]、[はい]繰り返しタスク

内部識別子：Is Replicated（スペースを含む）
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>アイテム削除者

内部識別子：ItemDeletedUserID
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見ることができません。内部的のみに使
用されます。

値：日時アイテム削除日時

内部識別子：ItemDeletedTime
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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見ることができません。内部的のみに使用されます。

値：日時MS Project の最終更新

内部識別子：StTaskMSProjectLastUpdate
タスクが MS Project から最後に更新された日付。

値：日時作業/依存関係の最終更新

内部識別子：StWorkDependencyLastUpdate
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MSProjectで使用するためのもので
す。

値：ユーザーのリスト、<なし>ロックしたユーザー

内部識別子：ExclusiveLocker
タスクを排他的にロックしたユーザーの名前。

値：いいえ、はいマイルストーン

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。MSProject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。

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>変更者

内部識別子：ModifiedUserID
タスクを最後に変更したユーザーの名前。

値：日時変更日時

内部識別子：ModifiedTime
タスクが最後に変更された日時。

値：テキストMS Project ファイル名（詳細）

内部識別子：StTaskMSProjectFileName
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MS タスク GUID（詳細）
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内部識別子：StTaskGUID
MS Project におけるタスクの GUID。

値：番号MS タスク一意の ID（詳細）

内部識別子：StTaskUniqueID
MS Project におけるタスクの一意の ID。

値：テキストMS WBS コード（詳細）

内部識別子：StTaskWBSCode
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：[いいえ]、[はい]注意点

内部識別子：StTaskNeedsAttention
注意点のチェックボックスがオンになっていることを示します。

値：テキスト新規リビジョンのコメント（詳細）

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。ビューに追加した場合、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：テキスト非排他的にロックしているユーザー

内部識別子：NonExclusiveLockers
タスクを非排他的にロックしたユーザーの名前。

値：テキストメモ

内部識別子：StTaskNotes
[注意点] フィールドに付随するメモのテキスト。

値：番号オブジェクト ID

内部識別子：ID
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：番号親タスク ID（詳細）

内部識別子：StTaskParentID
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。
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値：番号完成度％

内部識別子：StTaskPercentComplete

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]

優先度

内部識別子：StTaskPriority

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]読み取り専用（詳細）

内部識別子：ReadOnly
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]読み取りステータス

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。

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。

読み取りステータスユーザーリスト

内部識別子：ReadStatusUserList
クエリー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：番号リソース数

内部識別子：StTaskResourceCount
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。

リソース ID（詳細）

内部識別子：StTaskResourceIDs
クエリー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 番号です。

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。リソース名

内部識別子：StTaskResourceNames
このタスクのリソースであるユーザーの名前。
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値：ユーザーのリスト、<なし>担当者

内部識別子：StTaskResponsibility
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リビジョンフラグ（詳細）

内部識別子：RevisionFlags
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]共有状態

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：テキスト簡単なコメント

内部識別子：ShortComment
タスクのプロパティー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]、[処理中]、[保留]、[開始可能]ステータス

内部識別子：STTaskStatus
タスクのステータスを示します。

値：番号タスク期間

内部識別子：STTaskDuration
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：テキストタスク名

内部識別子：STTaskName
タスクの名前。

値：番号タスク番号

内部識別子：StTaskNumber
 

参照 | 449



説明フィールド

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]タスク開始点

内部識別子：STTaskOrigin
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]タスクタイプ

内部識別子：StTaskType
MS Project におけるタスクのタイプ。

値：番号バージョン（詳細）

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。

値：番号作業記録数

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。

 

関連トピック

フィールド (412 ページ)
ファイルフィールド (413 ページ)
変更要求フィールド (424 ページ)
要件フィールド (433 ページ)
トピックフィールド (450 ページ)
監査フィールド (456 ページ)

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。

説明フィールド

値：[いいえ]、[はい]自分宛か?

内部識別子：AmIRecipient?
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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：番号添付ファイル数

内部識別子：AttachmentCount
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。

添付ファイル ID（詳細）

内部識別子：AttachmentIDs
クエリー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添付ファイル名

内部識別子：AttachmentNames
トピックに添付されたファイルの名前。

値：番号子の数

内部識別子：ChildrenCount
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：テキストコメント

内部識別子：Comment
簡単なコメントフィールドには、トピックのプロパティー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
クのプロパティーを変更すると、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。

値：番号コメント ID（詳細）

内部識別子：CommentID
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：日時構成日時

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。特定の日時に対してトピッ
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
はプロモーション状態に対してトピックを構成すると、このフィールドは、ラ
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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を示します。

値：テキスト内容

内部識別子：Description
トピックのテキスト。

値：ユーザーのリスト、<なし>作成者

内部識別子：CreatedUserID

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：日時作成日時

内部識別子：CreatedTime
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>削除者

内部識別子：DeletedUserID
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見ることができません。内部的のみに使用さ
れます。

値：日時削除日時

内部識別子：DeletedTime
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：テキストドット記法

内部識別子：DotNotation

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。このフィールドはビューに表示できますが、その値は常に

最終変更日時（詳細）

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]フラグ

内部識別子：Flag
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ワークステーション上のビュー内で、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。

フラグユーザーリスト（詳細）

内部識別子：FlagUserList
クエリー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：テキストフォルダのパス

内部識別子：Folder Path（スペースを含む）
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>アイテム削除者

内部識別子：ItemDeletedUserID
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見ることができません。内部的のみに使
用されます。

値：日時アイテム削除日時

内部識別子：ItemDeltedTime
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見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>ロックしたユーザー

内部識別子：ExclusiveLocker
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>変更者

内部識別子：ModifiedUserID
トピックを最後に変更したユーザーの名前。

値：日時変更日時

内部識別子：ModifiedTime
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]

自分でかけたロック
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内部識別子：MyLock（スペースを含む）
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：テキスト新規リビジョンのコメント（詳細）

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。ビューに追加した場合、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：テキスト非排他的にロックしているユーザー

内部識別子：NonExclusiveLockers
トピックを非排他的にロックしたユーザーの名前。

値：番号オブジェクト ID

内部識別子：ID
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：番号

内部識別子：ParentTopicID
親トピック ID（詳細）

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]優先度

内部識別子：Priority
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んだりすることができます。

値：[いいえ]、[はい]読み取り専用（詳細）

内部識別子：ReadOnly
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
読み取りステータス

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。
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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。

読み取りステータスユーザーリスト

内部識別子：ReadStatusUserList
クエリー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：番号受信者数

内部識別子：RecipientCount
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。

受信者 ID

内部識別子：RecipientIDs
クエリー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。受信者名

内部識別子：Recipient Names
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リビジョンフラグ（詳細）

内部識別子：RevisionFlags
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]共有状態

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：テキスト簡単なコメント

内部識別子：ShortComment
トピックのプロパティー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
ステータス
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このトピックのステータスを示します。

値：テキストタイトル

内部識別子：Title
タイトルフィールドのテキスト。

値：番号トピック番号

内部識別子：TopicNumber

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]タイプ

内部識別子：Type
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：番号バージョン（詳細）

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。

 

関連トピック

フィールド (412 ページ)
ファイルフィールド (413 ページ)
変更要求フィールド (424 ページ)
要件フィールド (433 ページ)
タスクフィールド (441 ページ)
監査フィールド (456 ページ)

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。

説明フィールド

値：テキストクラス名 1

内部識別子：Class Name 1（スペースを含む）
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説明フィールド

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：テキストクラス名 2

内部識別子：Class Name 2（スペースを含む）
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：テキストクラス名 3

内部識別子：Class Name 3（スペースを含む）
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>作成者

内部識別子：CreatedUserID
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：日時作成日時

内部識別子：CreatedTime
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>削除者

内部識別子：DeletedUserID
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見ることができません。

値：日時削除日時

内部識別子：DeletedTime
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見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

イベント

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
記録中の操作の名前。
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説明フィールド

値：テキストフォルダ

内部識別子：Folder
監査エントリを格納するフォルダの名前。

値：テキストフォルダのパス

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。

値：番号フォルダ VMID（詳細）

内部識別子：FolderVMID
アイテムを格納するフォルダに割り当てられる ID。

値：テキストアイテム1

内部識別子：Item 1（スペースを含む）
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。値は、ファ
イルやタスクの名前、変更要求や要件の番号、またはトピックのタイトルです。

値：テキストアイテム 1 の情報

内部識別子：Info
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：テキストアイテム2

内部識別子：Item 2（スペースを含む）
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：テキストアイテム 2 の情報

内部識別子：Info2
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：テキストアイテム3

内部識別子：Item 3（スペースを含む）
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
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説明フィールド

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：テキストアイテム 3 の情報

内部識別子：Info3
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>変更者

内部識別子：ModifiedUserID
監査エントリには適用されません。

値：日時変更日時

内部識別子：ModifiedTime
監査エントリには適用されません。

値：番号オブジェクト ID

内部識別子：ID
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>プロジェクト

内部識別子：ProjectID
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：番号ターゲット1のクラス ID（詳細）

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。

値：番号ターゲット 1 のオブジェクト ID
（詳細）

内部識別子：Target 1 Object ID（スペースを含む）
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：日時ターゲット 1 のリビジョン日時

内部識別子：Target 1 Revision Time（スペースを含む）
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。
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説明フィールド

値：番号ターゲット2のクラス ID（詳細）

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。

値：番号ターゲット 2 のオブジェクト ID
（詳細）

内部識別子：Target 2 Object ID（スペースを含む）
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：番号ターゲット 2 のリビジョン日時

内部識別子：Target 2 Revision Time（スペースを含む）
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：番号ターゲット3のクラス ID（詳細）

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。

値：番号ターゲット 3 のオブジェクト ID
（詳細）

内部識別子：Target 3 Object ID（スペースを含む）
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：日時ターゲット 3 のリビジョン日時

内部識別子：Target 3 Revision Time（スペースを含む）
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：ユーザーのリスト、<なし>ユーザー

内部識別子：UserID
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>ビュー

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。
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関連トピック

フィールド (412 ページ)
ファイルフィールド (413 ページ)
変更要求フィールド (424 ページ)
要件フィールド (433 ページ)
タスクフィールド (441 ページ)
トピックフィールド (450 ページ)

フィルター
ここでは、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ーに関する参照情報を提供します。

関連トピック

参照 (324 ページ)
変更要求フィルター (461 ページ)
要件フィルター (462 ページ)
タスクフィルター (463 ページ)
トピックフィルター (464 ページ)
監査フィルター (465 ページ)

変更要求フィルター
フィルター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。
クライアントの変更要求ビューには、次に示すデフォルトのフィルターセットがあらかじめ用意されてい
ます。フィルターのカスタマイズや新規フィルターの作成を行うことができます。

説明アイテム

すべての変更要求を表示します。<Show All>

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。

By Status & Responsibility

優先度が「なし」の変更要求だけを表示します。Not a Priority

優先度が「あり」の変更要求だけを表示します。Priority

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。

Show Unread Changes
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説明アイテム

対応完了とされた変更要求だけを表示します。Status = Closed

先送りされた変更要求だけを表示します。Status = Deferred

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 = Open

次のいずれかのステータスを持つすべての変更要求を表示
します。

Status = Resolved

• 設計どおり
• 再現不能
• 記録
• 解決
• 重複

次のいずれかのステータスを持つすべての変更要求を表示
します。

Status = Verified

• 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）

タイプが障害である変更要求だけを表示します。Type = Defect

タイプが提案である変更要求だけを表示します。Type = Suggestion

 

関連トピック

フィルター (461 ページ)
要件フィルター (462 ページ)
タスクフィルター (463 ページ)
トピックフィルター (464 ページ)
監査フィルター (465 ページ)
データをフィルタリングする (315 ページ)

要件フィルター
フィルターを使用することで、ビューに表示される要件のタイプや個数を限定できます。クライアントの要
件コンポーネントには、次に示すデフォルトのフィルターセットがあらかじめ用意されています。フィル
ターのカスタマイズや新規フィルターの作成を行うことができます。
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ヒント: [要件] ビューのツールバーのフィルタードロップダウンリストボックスを使用して定義済み
の要件フィルターを表示し、適用できます。

説明アイテム

すべての要件を表示します。<Show All>

フラグの付けられた要件だけを表示します。Flagged Items

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。

Grouped by Creator

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。

Grouped by Status

自分が担当する要件だけを表示します。I Am Responsible

 

関連トピック

フィルター (461 ページ)
変更要求フィルター (461 ページ)
タスクフィルター (463 ページ)
トピックフィルター (464 ページ)
監査フィルター (465 ページ)
要件で作業する (260 ページ)
要件 (83 ページ)

タスクフィルター
フィルターを使用することで、ビューに表示されるタスクのタイプや個数を限定できます。クライアントの
タスクコンポーネントには、次に示すデフォルトのフィルターセットがあらかじめ用意されています。フィ
ルターのカスタマイズや新規フィルター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
ター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>：指定したユーザーが担当するタスクのみが示されます。
• 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: タスクビューのツールバーのフィルターリストボックスを使用して定義済みのタスクフィル
タを表示し、適用できます。

説明アイテム

すべてのタスクを一覧表示します。<Show All>
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関連トピック

フィルター (461 ページ)
変更要求フィルター (461 ページ)
要件フィルター (462 ページ)
トピックフィルター (464 ページ)
監査フィルター (465 ページ)
タスクで作業する (268 ページ)
タスク (84 ページ)

トピックフィルター
フィルターを使用することで、ビューに表示されるトピックのタイプや個数を限定できます。クライアント
のトピックコンポーネントには、次に示すデフォルトのフィルターセットがあらかじめ用意されています。
フィルターのカスタマイズや新規フィルターの作成を行うことができます。

ヒント: トピックビューのツールバーのフィルターリストボックスを使用して定義済みのトピック
フィルターを表示し、適用できます。

説明アイテム

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。<I Am Recipient>

元々の作者別にトピックを分類します。By Creator

[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。

Show Active

すべてのトピックを識別します（デフォルト）。Show All

 

関連トピック

フィルター (461 ページ)
変更要求フィルター (461 ページ)
要件フィルター (462 ページ)
タスクフィルター (463 ページ)
監査フィルター (465 ページ)
トピックで作業する (278 ページ)
トピック (85 ページ)
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監査フィルター

Syntax:

フィルターを使用することで、監査ビューに表示される監査ログエントリのタイプや個数を限定できます。
クライアントの監査ビューには、次に示すデフォルトのフィルターセットがあらかじめ用意されています。
フィルターのカスタマイズや新規フィルターの作成を行うことができます。

作成できるカスタム監査ログフィルターの例には次のものがあります。

• Event – 変更されたエントリのみを表示します。
• Class Name – 特定のタイプのアイテム（変更要求など）に対して実行されたアクションのみを表示し
ます。

• Created Time – 指定した日付から現在までに作成されたエントリのみを表示します。
• User – 特定のユーザーによって実行されたアクションに関するエントリのみを表示します。

ヒント: [監査] ビューのツールバーの [フィルター] ドロップダウンリストボックスを使用して定義済
みの監査フィルターを表示し、適用できます。

説明アイテム

すべてのエントリを表示します（デフォルト）。<Show All>

監査エントリをクラス名1（アイテムのタイプ）フィール
ドおよびイベント（アクションのタイプ）フィールドの値
でソートして表示します。

By Class and Event

 

関連トピック

フィルター (461 ページ)
変更要求フィルター (461 ページ)
要件フィルター (462 ページ)
タスクフィルター (463 ページ)
トピックフィルター (464 ページ)
データをフィルタリングする (315 ページ)

クエリー
クエリーに関連する参照情報を提供します。
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関連トピック

参照 (324 ページ)
事前定義クエリー (466 ページ)
クエリーで使用する関係演算子 (467 ページ)
新規クエリーオプション (468 ページ)
クエリーオプション (471 ページ)

事前定義クエリー
最初は、クエリーダイアログボックスには、現在のコンポーネント（変更要求、要件など）に対して事前
定義されたデフォルトクエリーのリストが表示されます。デフォルトクエリーの適用および編集、新規ク
エリーの作成、またはデフォルトクエリーの削除を行うことができます。

注: リストに表示されないデフォルトクエリーはインストール後に削除された可能性があります。

事前定義クエリーコンポーネント

Files to Check In、Files to Check Out、Flagged Itemsファイル

Flagged Items、Not a Priority、Priority、Status=Closed、Status=Open、
Status=Resolved、Status=Verified、Type=Defect、Type=Suggestion、
Unread Changes

変更要求

Flagged Items、I Am Responsible要件

Flagged Itemsタスク

Flagged Items、I Am Recipient、Show Activeトピック

なしフォルダ

なし監査

 

関連トピック

クエリー (465 ページ)
クエリーで使用する関係演算子 (467 ページ)
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新規クエリーオプション (468 ページ)
クエリーオプション (471 ページ)
データをクエリーする (309 ページ)

クエリーで使用する関係演算子

クエリーで使用する関係演算子

クエリー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、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は次のとおりです。日時フィールドの日付と時刻両方の部分を比較
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
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• 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
• 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

指定した日数または週数だけ過去に遡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）週以内である

指定した日数または週数だけ過去に遡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）週前より古い

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
検索するクエリーを記述する場合、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、そのようなクエリー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た変更
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た変更要求を検索するもう 1 つの条件と
AND 結合できます。

関連トピック

クエリー (465 ページ)
事前定義クエリー (466 ページ)
新規クエリーオプション (468 ページ)
クエリーオプション (471 ページ)
データをクエリーする (309 ページ)

新規クエリーオプション
新規作成をクリックして、クエリーの新規作成ダイアログボックスで新しいクエリーを定義します。
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説明アイテム

クエリー定義パラメータを表示します。クエリー

新規クエリーの一意の名前を入力します。名前

チェックボックスをオンにするとクエリー
がパブリックステータスになります。パ

パブリックチェックボックス

ブリックのクエリーは、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ーは自分のユー
ザーIDでしか利用できません。特定のス
テータスでクエリーを保存すると、その
ステータスを変更することはできません。
ただし、クエリーをコピーして状態を変
更し、新しいクエリーを作成することは
可能です。

クエリー定義を表示します。デフォルト
では、最初の論理条件として AND条件
が表示されます。

クエリーリストボックス

 

各条件の論理演算子を選択するために使用します。論理ノード

クリックするとクエリーに AND条件を
追加します。

ANDボタン

クリックするとクエリーに OR条件を追
加します。

ORボタン

クリックするとクエリーに NOT条件を
追加します。

NOTボタン

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。

AND->OR->NOT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。削除を確認する必要があり
ます。

削除ボタン

 

論理演算子に対する条件を定義するために使用します。条件ノード

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。

フィールド
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説明アイテム

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。

演算子

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。

値

詳細フィールドを含むすべてのフィール
ドを表示するためにオンにします。

詳細フィールドを表示するチェックボッ
クス

ユーザーフィールドのみのコンポーネン
ト（変更要求コンポーネントなど）の場

削除されたユーザーを表示するチェック
ボックス（オプション）

合、クエリー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。

列挙型フィールドのみ（特定の値を持つ
フィールド）に対して、列挙リストに表

アルファベット順チェックボックス（オ
プション）

示されている順序ではなくアルファベッ
ト順でクエリー結果を表示するために選
択します。

クリックするとクエリー定義に条件を追
加します。

追加ボタン

クリックすると選択したクエリー条件を
変更します。

変更ボタン

クリックすると選択したクエリー条件を
削除します。

削除ボタン

 

現在のクエリー条件をテキストボックスに表示します。テキストとして表示ボタン

新しいクエリーを保存します。保存ボタン

クエリー定義をキャンセルします。キャンセルボタン

 

関連トピック

クエリー (465 ページ)
事前定義クエリー (466 ページ)
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クエリーで使用する関係演算子 (467 ページ)
クエリーオプション (471 ページ)
データをクエリーする (309 ページ)

クエリーオプション
クエリーダイアログボックスを使用して、現在定義されているクエリーを表示し、適用します。

説明アイテム

このコンポーネント用のすべての既存のクエリーを一覧表示します。パブリッ
ククエリーでは、クエリー名の左に複数の人のアイコンがあり、プライベート
クエリーでは単一の人のアイコンがあります。

クエリーリストボックス

クエリーダイアログボックスを閉じます。閉じるボタン

選択したクエリー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。

選択ボタン

現在のクエリーをクリアし、すべてのデータを表示します。クエリーのクリアボタン

クエリーの新規作成ダイアログボックスを開き、新規クエリーを定義します。新規作成ボタン

クエリーの編集ダイアログボックスで選択したクエリー定義を開き、編集し
ます。

編集ボタン

クエリーのコピーダイアログボックスを開き、新しいクエリーの名前を入力
します。

コピーボタン

選択したクエリー定義を削除します。削除ボタン

アクセス権をクエリーに割り当てられます。アクセス権ボタン

 

関連トピック

クエリー (465 ページ)
事前定義クエリー (466 ページ)
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クエリーで使用する関係演算子 (467 ページ)
新規クエリーオプション (468 ページ)
データをクエリーする (309 ページ)

プロジェクトの構造
StarTeam Server のインスタンスは、ファイルの保存を管理します。 Server インスタンスごとに、1 つの
サーバー構成が実行されます。ここでは、サーバーのインスタンスによって管理されるプロジェクトの構造
の概要を示します。

サーバーは、Serverソフトウェアを実行するコンピュータです。ユーザーは、StarDisk
を利用してサーバーに接続できます。サーバーはリポジトリを管理します。リポジト

サーバー

リは、ファイルリビジョンのアーカイブと、ファイルの説明やリビジョン番号など
ファイルに関する情報を含むデータベースを保存する場所です。

プロジェクトは、ある目的を達成するために必要なすべてのデータをグループ化した
ものです。大規模で複雑なプロジェクトには、多くのチームメンバが扱うさまざまな

プロジェクト

フォルダやファイルが含まれています。1 つのプロジェクトは、これらのファイルや
フォルダをすべて集めて体系化したものです。あるプロジェクトには、1 つのソフト
ウェアプログラム、1つの技術出版物、1つの判例、1つの財務予測、1つの建築物、
1 つの航空機などを構成するファイルが含まれている場合があります。これらのファ
イルにはそれぞれ、作業の進捗に応じてさまざまなリビジョンがあります。

ビュー（プロジェクトビューとも呼ばれる）は、プロジェクトの表示手段です。ビュー
を利用すると、ユーザーはプロジェクトの必要な部分のみを表示できます。プロジェ

ビュー

クト全体を表示して混乱することがありません。ユーザーは、作業で使用する必要が
あるファイルに応じて、1 つのプロジェクトに対して複数の異なるビューを使用した
り、複数の異なるプロジェクトに対するビューを使用したりします。各プロジェクト
には、ルートビューが 1 つだけあります。ルートビューは、プロジェクトの作成時
に自動的に作成されます。ルートビューは、いくつかの子ビューを持つことができま
す。各子ビューが、さらに子ビューを持つ場合もあります。子ビューを持つビューは、
親ビューと呼ばれます。

各ビューには、ルートフォルダが 1 つあります。そのフォルダは、任意のフォルダ
階層を持つことができます。通常、これらのフォルダにはその内容を表す名前（たと

フォルダ

えば、Marketing Materials、Product Documentation、Source Code など）があり
ます。

 
次の図は、これらの要素の構成と振る舞いを表しています。

サーバーレベルの階層

サーバーは任意の数のプロジェクトを管理できます。
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プロジェクトレベルの階層

各プロジェクトには 1 つのルートビューと任意の数の子ビューがあります。

ビューレベルの階層

ルートビューと各子ビューには、ルートフォルダとして 1 つのアプリケーションフォルダがあります。

フォルダレベルの階層

アプリケーションルートフォルダは、任意の階層の子フォルダを持つことができます。この階層のことを
フォルダ階層と呼びます。
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関連トピック

参照 (324 ページ)
フォルダーをビューに追加する (191 ページ)
デフォルト作業フォルダと代替作業フォルダを変更する (196 ページ)
フォルダとパス (71 ページ)

用語
ここでは、ドキュメント全体を通して使用されているStarTeam関連の一般的な用語のいくつかを定義しま
す。

セキュリティ機能の 1 つ。ユーザーやグループに許可（例外的なケース
では禁止）される権利のことで、それを付与されたチームメンバはアイテ

アクセス権（Access rights）

ムの参照、変更、作成、あるいは削除が可能（例外的なケースでは不可
能）になる。

ファイルをプロジェクトビューに追加することで、それらをバージョン管
理下に置く処理のこと。

ファイルの追加（Adding files）

アプリケーションの操作に関する職能的役割（ロール）の 1 つ。管理者
は、インストール、構成/セットアップ、プロジェクトの作成やインポー
ト、サーバー構成、ユーザー、およびグループの管理などを行う。

管理者（Administrator)

ユーザーがワークステーション上の特定の場所を選択してプロジェクト
ファイルを格納できるようにするもの。ビューのルートやアプリケーショ

代替作業フォルダ（Alternate working
folder）

ンフォルダ階層内の分岐に代替作業フォルダを使用することで、子フォル
ダ用の作業フォルダのパスも変更できる。
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バージョン管理下のファイル（つまり、アプリケーションプロジェクト内
のファイル）のこと。

アプリケーションファイル（Application
file）

アプリケーションフォルダ階層内のフォルダのこと。アプリケーション
フォルダは、プロジェクトビューをいくつかの個別の部分に分けてわかり

アプリケーションフォルダ（Application
folder）

やすく整理するのに役立つ。各フォルダには、それに対応し、ハードドラ
イブ上に存在する作業フォルダがある。

サーバー・エクスプローラーに表示されるフォルダの階層のこと。ビュー
をマップし、フォルダ階層を使用する場合、仮想ディスク上のフォルダ構

アプリケーションフォルダ階層
（Application folder hierarchy）

造はアプリケーション内のフォルダ構造と対応する。ワークステーション
上の作業フォルダ構造とは対応する場合と対応しない場合がある。

バージョン管理下にある過去のファイルリビジョンを再作成するために使
用できるファイルまたはファイルグループのこと。アプリケーション内な

アーカイブ（Archive）

どのフォルダにこのようなファイルを格納し、そのフォルダをアーカイブ
として使用することもできる。

アプリケーションプロジェクトに対して実行された 1 回のアクションの
記録のことで、監査ログに記述される。

監査エントリ（Audit entry）

保持される日時順の記録のことで、フォルダやアイテム（ファイル、変更
要求など）に対して実行されたすべてのアクションを示す。

監査ログ（Audit log）

リビジョンを作成したユーザー。作成者（Author）

空の分岐ビューのこと。親ビューとの相互関係がない。「派生なし
ビュー」とも呼ばれる。

ブランク分岐ビュー（Blank branching
view）

親ビュー内の対応するアイテムから派生した独立アイテムのこと。テキス
トファイルの場合には、分岐したアイテムを後で派生元のファイルとマー

分岐（Branch）

ジすることができる。この用語は、フォルダ階層やトピックツリーなどの
ツリーの分岐を表すこともある。

アイテムのリビジョンには、アプリケーションから番号が割り当てられ
る。この番号はビュー内で連続的に作成されたリビジョンの数を示し、ア
イテムが新しいビューへ分岐したときに番号も分岐する。

分岐リビジョン（Branch revision）

ビューの1つで、親ビューから派生することも、派生しないこともある。
親ビューから派生しないビューは、ブランク分岐ビューである。分岐ビュー

分岐ビュー（Branching view）

では常に分岐が許可される。ビューが変動で、変更時に分岐オプションが
設定されている場合、分岐ビューでファイルが変更されるまで、それらの
ビューは親ビューでファイル単位で更新される。ビューが変動で、変更時
に分岐オプションが設定されていない場合、変更時に分岐オプションが
設定されるまで、更新は親ビューに送信される。ビューがラベル、プロ
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モーション状態、またはある時点に基づいている場合、変更時に分岐オプ
ションが設定されていない限り、それらのビューは読み取り専用になる。

すべてのプロジェクトファイルを適切な順序でコンパイル、アセンブル、
およびリンクしてソフトウェア製品を生成するプロセスのこと。また、製

ビルド（Build）

品のライフサイクルにおける事象の 1 つで、プロジェクトの進行中にお
ける定量化可能なステップを表すためのもの。

特定の製品ビルドのラベルのこと。アプリケーションでは、ビューラベル
がビルドラベルの役割を果たすこともある。

ビルドラベル（Build label）

製品の障害やエラーをレポートしたり、機能強化を提案したりするアイテ
ムのこと。

変更要求（Change request）

新しいファイルリビジョンをリポジトリに格納する操作のこと。ファイ
ルをチェックインするユーザーは、そのファイルをロックされたままにし
ておくことも、ロックを解除して他のユーザーに解放することもできる。

チェックイン（Check in）

サーバーからファイルのリビジョンを取得してユーザーの作業フォルダに
格納する操作のこと。ユーザーは、変更目的かどうかに関係なく、ファイ

チェックアウト（Check out）

ルをチェックアウトできる。ファイルをロックすると、修正を開始したと
マークされる。

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圧縮して、ネッ
トワーク上の通信量を減らすことができる。ただし、転送にはデータの圧
縮と解凍の分だけ余計に時間がかかる。

圧縮（Compression）

部分または要素の相対的な配置のこと。アプリケーション構成は、ビュー、
フォルダ、またはアイテムを特定のリビジョンに分離する。たとえば、

設定（Configuration）

ビューが最新の状態になるように構成したり、ビューラベル、プロモー
ション状態、または選択した日時に基づくように構成したりすることがで
きる。

他のタイプのアイテムを包含できることを示す用語。たとえば、プロジェ
クトはビュー、フォルダ、およびアイテムのコンテナである。ビューや
フォルダもコンテナである。

コンテナ（Container）

ファイルステータスの 1 つ。作業フォルダ内のファイルの内容はファイ
ルのチップリビジョンの内容と同一である。

最新（Current）

ファイルの連続するリビジョン間の相違点を計算する方法。差分保存（Delta storage）

アイテムを変更する意思を他のユーザーに知らせるもの。ファイルの場
合、他のユーザーには黄色の南京錠アイコンが表示され、自分には小さい

排他的ロック（Exclusive lock）

黄色の鍵と人物のアイコンが表示される。他のユーザーは、排他的にロッ
クされているアイテムをチェックインできない。
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冗長な情報を除去することでファイルのサイズを小さくする技法。ディス
クファイルの大半には、出現頻度の高い一連の文字が繰り返し含まれてい

ファイル圧縮（File compression）

る。圧縮アルゴリズムでは、これらのシーケンスが 2 回目以降出現した
場合にはそれらを削除し、それらを復元するための情報を代わりに保存す
る。ファイル圧縮を選択すると、データ保管庫に必要な領域が少なくて済
むと同時にパフォーマンスが向上する可能性がある。

多数のアイテムの中から少数のアイテムを選択するための基準のこと。
フィルターリストボックスを使用すれば、関心のあるアイテムだけを表

フィルター（Filter）

示することができる。フィルターを適用することで、表示する列、ソート
対象となる列、およびソート列における値の分類方法を制御することもで
きる。

変更要求が解決されたことを明示するもの。解決済み変更要求（Fixed change
request）

ビューの場合、変動ビューには、親ビューの最新の状態が反映される。言
い換えると、親ビューに対する更新は子ビューに送信される。子が読み取
り専用でない場合、子ビューに対する更新も親に反映される。

変動（Float）

グラフの場合、この用語は独自のウィンドウにあるアイテムを表す。変動
（浮動）ツールバーは、画面上の任意の場所に移動できる。

アプリケーションビューとその関連フォルダを階層的に表示したもの。
フォルダ階層は、サーバー・エクスプローラーに常に表示される。

フォルダ階層（Folder hierarchy）

アイテムが特定の時点の親ビュー内の対応するアイテムの状態に基づいて
おり、分岐できない場合、アイテムは凍結アイテムになる（それに伴っ

凍結（Frozen）

て、読み取り専用になる）。アイテムを特定のラベル、プロモーション状
態、または過去のある時点に再構成した場合も、アイテムは凍結する。

サーバー・エクスプローラーまたはいずれかの Eclipse エクスプローラー
から選択されたファイルのリビジョンのリストのこと。履歴リストは、[履
歴] ビューを開いたときに表示される。

履歴リスト（History list）

アプリケーションのオブジェクトまたは要素のこと。アイテムには、ファ
イル、変更要求、要件、タスク、トピック、レスポンス、および監査エン

アイテム（Item）

トリがある。アイテムのコンテナであるフォルダもアイテムとして扱われ
る。

ドル記号（$）で開始および終了する予約語のこと。テキストファイルで
使用した場合、これらの語は実際のデータで置き換えられる。たとえば、

キーワード（Keyword）

$Author$ は、ファイルをチェックインしたユーザーの名前で置き換えら
れる。
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テキストファイルに情報を挿入するのに用いられる技法。キーワードは、
実際のデータで置き換えられる。

キーワード展開（Keyword expansion）

バージョン管理では、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。

ラベル（Label）

グラフでは、軸に沿った点を識別するテキストのこと。系列の凡例以外の
凡例には、ラベルも表示される。

新しいビューまたは再構成されるビューの基礎となるもの。ビューには、
指定したラベルの付いたアイテムだけが含まれている。

ラベル付き構成（Labeled configuration）

グラフの記号一覧。凡例には、グラフの要素を識別するための色やパター
ンとそれを説明するテキストが示される。凡例は、グラフウィンドウの専
用セクションまたは別のウィンドウに表示される。

凡例（Legend）

折れ線を表示するグラフのことで、データの傾向や時間的変化を示すのに
使用される。オプションの設定によっては、折れ線だけの表示、点マー
カーや値の付加、データ系列ごとの集合表示を選択できる。

線グラフ（Line chart）

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
テムを結び付ける方法。アイテムを選択すると、そのアイテムがリンクさ
れている他のすべてのアイテムを示す [リンク] ビューが表示される。

リンク（Link）

ファイルロックは、ファイルを修正中であること（排他的ロック）や修正
を検討中であること（非排他的ロック）を他のユーザーに知らせるのに用

ロック（Lock）

いられる技法である。ファイルをチェックアウトまたはチェックインした
場合、必ずしも自動的にロックされたりロックが解除されたりするわけで
はない。これらの操作は手動で行うことができる。ロックはオーバーライ
ドしたり強制解除したりすることもできる。

「Mail Application Programming Interface」の略で、アプリケーション
が、Microsoftメールメッセージングシステムを介して電子メールの送受

MAPI

信をできるようにするプログラミングインターフェイスのこと。アプリ
ケーションでは、MAPI ではなく SMTP を使用する。

ファイルステータスの 1 つで、作業ファイルがそのファイルのチップリ
ビジョンに基づいていないことを示す。このファイルをチェックインまた

マージ（Merge）

はチェックアウトすると、チップリビジョンとマージするかどうかアプリ
ケーションから確認される。

また、作業ファイルとそのファイルのチップリビジョンを結合する、ある
いは分岐ファイルとその分岐元のファイルを結合する処理のこと。この操
作では3者間の比較が必要になり、両方のファイルが最新の共通祖先に当
たるファイルリビジョンと比較される。結合されたファイルは、チェック
インする前にユーザー側で調べたり修正したりすることができる。
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製品のライフサイクルにおける事象の 1 つで、進行中の重要なステップ
（最終リリースなど）を表す。このアプリケーションでは、マイルストー

マイルストーン（Milestone）

ンに到達すると、ビューラベル（通常はビルドラベル）を適用して、マ
イルストーンに到達したことを示すことができる。

Microsoft Projectでは、マイルストーンは、スケジュールされたプロジェ
クト期間における重要な目標、開発、またはターニングポイントを表すタ
スクのタイプである。マイルストーンは、通常、タスク名を入力し、それ
にゼロの期間を割り当てることによって定義する。一般的に、マイルス
トーンは、作業が開始されたこと、または完了したことを示すものであ
り、作業の実行を表すものではない。

ファイルステータスの 1 つで、ファイルが作業フォルダにないことを示
す。このファイルは場合によりチェックアウトする必要がある。

作業ファイルなし（Missing）

ファイルステータスの 1 つで、作業ファイルがそのファイルのチップリ
ビジョンに基づいており、変更された状態にあることを示す。このファイ
ルは場合によりチェックインする必要がある。

変更済み（Modified）

ロックの1つで、ファイルの変更を検討中であることを他のユーザーに知
らせるもの。ファイルを非排他的にロックした場合、他のユーザーはその
ファイルをチェックインできる。

非排他的ロック（Non-exclusive lock）

ファイルステータスの 1 つで、ファイルが作業フォルダにはあるが、ア
プリケーションビュー内にはないことを示す。このファイルは場合により
ビューに追加する必要がある。

ビュー外(Not In View)

この機能が有効な場合、ユーザーが担当する要件やタスクが変更されたと
き、ユーザーが受信者に指定されているトピックが変更されたときなど、

イベントの通知（Notification of events）

その変更要求に責任を持つユーザーに通知される。通知は、ステータス
バーに適切なアイコンを表示することで行う。

オブジェクト指向のプログラミングで使用される一般用語。他の場所で
は、操作の実行対象を表す。

オブジェクト（Object）

ファイルステータスの 1 つで、作業ファイルがファイルの古いリビジョ
ンのコピーであることを示す。最新リビジョンが必要であれば、それを
チェックアウトする必要がある。

古いリビジョン（Out of Date）

特定のワークステーションにおけるアプリケーションの動作をユーザーが
変更するための選択肢のこと。

個人用オプション（Personal options）

サーバーがデータベースエンジンに対して同時に開いた接続で、そのサー
バーによって内部的に制御されている接続のこと。接続数の範囲は通常、

プールされた接続（Pooled connections）

データベースごとに異なり、データベースライセンスの数によって決まる
場合もある。
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通常、アプリケーションのバージョン管理下にある単一の製品を表す関連
フォルダとその内容のセットのこと。

プロジェクト（Project）

製品が通過する状態の 1 つ。たとえば、開発、テスト、およびリリース
サイクルを通過するソフトウェアアプリケーションでは、「開発」、「テ

プロモーション状態（Promotion state）

スト」、および「リリース」というプロモーション状態が使用される。ア
プリケーションでは、各プロモーション状態にはビューラベルが割り当て
られる。

新しいビューまたは再構成されるビューの基礎となるもの。ビューには、
指定したプロモーション状態のアイテムだけが含まれている。

プロモーション状態の構成（Promotion
state configuration）

各アイテムおよびバージョン管理下に置かれているアイテムの各リビジョ
ンに格納されている属性のこと。

プロパティー（Properties）

処理方法を制御するルールセット。プロトコル（Protocol）

多数のアイテムの中から少数のアイテムを選択するための基準のこと。
ビュー内のアイテムにクエリーを適用して、関心のあるアイテムのみを表
示できる。

クエリー（Query）

参照ビューは、一切変更できないか、親ビューが変更された場合にのみ変
更されるビューのことである。ビューが変動の場合には、親が変更される

読み取り専用参照ビュー（Read-only
reference view）

と、そのビューも更新される。ビューがラベルに基づいており、指定した
ラベルの付いたアイテムが親ビューで変更された場合、読み取り専用参照
ビューにその状況が反映される。特定の日時に基づく構成を採用している
場合は、凍結され、その時点での親ビューの状態を示す。また、ロール
バックすることができない。

ビュー、フォルダ、またはアイテムは、過去のある時点（ラベル、プロ
モーション状態、または時点で定義されているもの）に再構成できる。

再構成（Reconfiguring）

別のアイテムを参照するアイテムのリストのこと。たとえば、ファイルを
同じサーバー上の2つのプロジェクトで共有できる。その場合、そのファ
イルへの参照は 2 つ存在する。

参照数（Reference count）

親ビューから派生したビューのこと。このビューでは、通常、ルートフォ
ルダとは異なるフォルダが使用され、親と同じ作業フォルダが使用され

参照ビュー（Reference view）

る。ビューが変動の場合には、親ビューが変更されると、更新がそのビュー
に送信される。ビューが変動であり、読み取り専用でない場合には、その
ビューが変更されると、更新が親ビューに送信される。参照ビューが親
ビュー内の特定のラベルまたは日時に基づいている場合、参照ビューはそ
の時点で凍結し、読み取り専用になる。
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特定のサーバー構成に関連付けられているデータベースおよびハイブのこ
と。各ハイブには、ファイル格納用のArchivesフォルダとCacheフォル
ダが含まれている。

リポジトリ（Repository）

現在の作業環境に固有の情報を表すように、既存の列挙型フィールドの値
を変更し、アイテムのカスタマイズフィールドを作成できるアプリケー

リポジトリのカスタマイズ（Repository
customization）

ション機能のこと。この機能を使用できるかどうかは、ライセンスによっ
て異なる。

プロジェクトに関連する要件を作成、追跡、および完了できるアプリケー
ションコンポーネントのこと。

要件コンポーネント（Requirement
component）

トピックへの返答のことで、トピックと共にトピックツリーと呼ばれる階
層構造を形成する。

レスポンス（Response）

アイテムに対する変更のセットのこと。アイテムが改訂されると、各変更
セットが 1 つのリビジョンとして保存される。

リビジョン（Revision）

アイテムのリビジョンまたはリビジョンセットを名前で識別する方法。主
にファイルに使用される。たとえば、同時にチェックアウトする必要があ

リビジョンラベル（Revision label）

るファイルのグループをチェックインする場合、それらにリビジョンラベ
ルを割り当てることができる。

アプリケーションからアイテムのリビジョンに割り当てられる識別番号の
こと。アイテムの最初の作成時以降、連続して作成されたリビジョンの数
を示す。

リビジョン番号（Revision number）

アプリケーションフォルダ階層内の最上位フォルダのこと。ビューと同じ
名前を持つ。

ルートフォルダ（Root folder）

座標軸の各単位が表す量のこと。たとえば、縮尺が 1/1000 であれば、
各単位はグラフの尺度の 1,000 倍の量を表す。5と書かれた目盛りであれ
ば、5,000 になる。

縮尺（Scale）

すでにソートされた（一次ソート）リスト内のアイテムをグループ別に
ソートすること。たとえば、ファイルリストを拡張子でソートした後、同
じ拡張子のグループ内で今度は名前でソートするといったことができる。

二次ソート（Secondary sort）

クライアントにサービスを提供するコンピュータまたはシステムのこと。
クライアントは他のコンピュータの場合もある。

サーバー（Server）

アプリケーションサーバーをセットアップするときに選択されたリポジト
リおよびオプション設定が含まれる。たとえば、管理者は、プロジェクト

サーバー構成（Server configuration）

で暗号化や圧縮を使用する場合に、サーバー構成でこれらの機能を指定で
きる。プロジェクトで同じサーバー構成が使用されている場合、フォルダ
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やファイルなどのアプリケーションアイテムを共有できる。複数のサー
バー構成が存在する場合、任意のサーバー構成を使用してサーバーを起動
できる。ただし、そのセッション中にアクセスできるプロジェクトやビュー
などは、その構成によって制御される。

別のアプリケーション（多くの場合、特定のドキュメントやデータセット
を含むもの）を起動するファイルのこと。ショートカットは、通常、デス
クトップ上にアイコンとして格納される。

ショートカット（Shortcut）

「Simple Mail Transfer Protocol」の略で、インターネットや UNIX の
メールシステムによく使用されるプロトコル。通常、ポート25を使用す

SMTP

る。アプリケーションでアイテムを電子メールで送信するには SMTP が
必要である。

ビューで、1つの列の値に基づいてアイテムを昇順または降順に並べるこ
と。選択した列によって、値は数値の大小の順、英数字の順、あるいは内

ソート（Sort）

部的な順序すなわちキーのいずれかでソートされる。列見出しをクリック
すると、ソート順が昇順から降順、あるいはその逆に切り替わる。

ファイルのステータスは、作業ファイルとリポジトリ内のチップリビジョ
ンとの関係を表す。ファイルステータスには、[ビュー内]、[ビュー外]、

ステータス（Status）

[作業ファイルなし]、[最新]、[マージ]、[変更済み]、[古いリビジョン]、
[不明] がある。

特定のファイルのアーカイブ（または保管庫）に格納されているリビジョ
ンの保存や圧縮の方式を切り替えることができる。2 つの保存方式があ

保存方式（Storage method）

る。1 つは前方差分保存（テキストファイルに推奨）、もう 1 つは完全
リビジョン保存（リビジョン間で大量に変更されるバイナリファイルやテ
キストファイルに推奨）である。

会社が Enterprise Advantage または Enterprise のライセンスを保有し
ている場合、ユーザーはこのコンポーネントを使用して、プロジェクトに

タスクコンポーネント（Task
component）

関連するタスクを作成、追跡、および解決できる。このコンポーネント
は、Microsoft Project とも相互運用できる。

インターネットで使用されるコンピュータ間通信プロトコルのこと。
「Transmission Control Protocol/Internet Protocol」の略。

TCP/IP

障害を自動的にテストするプロシージャを実行できるように入力しておく
コマンドのこと。

テストコマンド（Test command）

印字可能なテキスト文字、スペース、復帰/改行（CR/LF）、タブ、およ
び行末マーカー（EOL）のみで構成され、書式化コードを含まないファイ

テキストファイルまたは ASCII ファイル
（Text file or ASCII file）

ルのこと。このアプリケーションでは、ヌル文字（'\\0'）を含まないファ
イルはすべてテキストファイルと認識される。それ以外のファイルはすべ
てバイナリファイルとして扱われる。

 

482 | 参照



アプリケーションでファイルやリビジョンに関して保持される情報のこ
と。ファイルリビジョンの場合、タイムスタンプは、ファイルがアプリ

タイムスタンプ（Time stamp）

ケーションにチェックインされた日時になる。ファイルの場合、作業ファ
イルの日時になる。

アイテムの最新リビジョンのこと。チップリビジョンは、ビュー構成に基
づく。たとえば、ビューが特定のラベルに構成されている場合、そのラベ

チップリビジョン（Tip revision）

ルが付いたリビジョンがチップリビジョンになる。ビューが特定の日時に
構成されている場合、その時点の直前にチェックインされたリビジョンが
チップリビジョンになる。

アプリケーションの名前（アプリケーションが最大化されている場合は選
択した子ウィンドウの名前）を示すバーのこと。ビューの場合は、プロ

タイトルバー（Title bar）

ジェクト名、ビュー名、ルートフォルダの現在の作業フォルダがこの順で
子ウィンドウの名前に含まれている。

さまざまな機能を実行するためのボタンやアイコンが置かれているバーの
こと。通常は画面の最上部にあるが、ウィンドウの任意の辺にドラッグし

ツールバー（Toolbar）

たり、画面のどこにでも移動できる別個の浮動ウィンドウにすることもで
きる。

特定の主題に関する最初のメッセージのことで、アプリケーションフォル
ダ階層内のフォルダに添付される。チームメンバの1人によってこのメッ

トピック（Topic）

セージが提出されると、他のメンバはそれに応答できる。これにより、ト
ピックツリーが作成される。

トピックとそれに対するレスポンスおよびそれらのレスポンスに対するレ
スポンスから成るスレッド形式の対話記録のこと。

トピックツリー（Topic tree）

ファイルステータスの 1 つで、作業フォルダ内に存在するファイルの名
前はビュー内のファイルと同じであるが、そのファイルはリポジトリから

不明（Unknown）

チェックアウトされたものでないことを示す。この場合、別の場所から
ファイルをコピーした可能性がある。

ステータスの更新コマンドを使用して、正しいステータスを決定する必
要がある。

ロックしたファイルを解放し、ファイルの変更が終わったことを他のユー
ザーに知らせる処理のこと。

ロック解除（Unlock）

サーバー構成とその管理対象プロジェクトにアクセスできる個人のこと。ユーザー（User）

バージョン管理下にあるファイルのリビジョンが格納されるフォルダのこ
と。

データ保管庫（Vault）

ファイルのリビジョンを格納する保管庫内のファイルのこと。データ保管庫ファイル（Vault file）
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変更（リビジョン）を1つまたは複数のファイルに格納し、追跡する処理
のこと。自動バージョン管理システムを使用する主な利点は、以前のリビ

バージョン管理（Version control）

ジョンを高速かつ簡単に取り戻せることである。アプリケーションでは、
変更要求などの他のアイテムのリビジョンも追跡される。

同じファイルの複数のリビジョンを管理できるアプリケーションソフト
ウェアのこと。このシステムでは、ファイルが最終形式になったときに生
成されるリビジョン履歴も保持される。

バージョン管理システム（Version control
system）

ビューは、アプリケーションフォルダ階層、およびその階層内の各フォル
ダに関連付けられているアイテムで構成される。多くの場合、プロジェク

ビュー（View）

トとそのルートビューの名前は同一である。分岐の許可の有無、読み取り
専用かどうか、親ビューへの接続の有無など、さまざまな構成のビューが
ある。

ビューの内容全体のタイムスタンプの役割を果たす。ビューラベルを割
り当てると、そのラベルまでビューをロールバックし、その時点に存在し

ビューラベル（View label）

ていたすべての情報を確認できる。ビューラベルが凍結されていなけれ
ば、ビューラベルをアイテムに対して添付または添付解除することで、
ビューを調整できる。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る。

ユーザーが製品内の問題を回避するために実行する必要がある手順のこ
と。一般的に、回避策は、障害の解決策を実行できるようになるまでの手
段として提供される。

回避策（Work around）

作業フォルダ内のファイルはすべて、作業ファイルとみなされる。これら
のファイルは、チェックアウトして変更されたものであることが多い。作

作業ファイル（Working file）

業ファイルをチェックインすると、その作業ファイルはリビジョンにな
る。

アプリケーションファイルのコピーのチェックアウト先となるワークス
テーションフォルダや、アプリケーションフォルダに対するファイルの
追加/チェックイン元となるワークステーションフォルダのこと。

作業フォルダ（Working folder）

 

関連トピック

参照 (324 ページ)
コンテナ (66 ページ)
オブジェクト (87 ページ)
オブジェクトとアイテム (88 ページ)
ライフサイクル機能 (91 ページ)

484 | 参照



一括チェックアウトユーティリティのコマンドラインオプショ
ン

ここでは、BCO について説明します。

• 構文
• コマンドラインオプション
• BCO の使用例

構文

BCO では、以下の構文を使用します。
-p "projectSpecifier" [-pwdfile "filePath"] [-autoLogon] [-cwf] [-is] [-rp "folderPath" | -fp
"folderPath" ] [-cmp] [-dryrun] [-vb] [-useCA] [-encrypt encryptionType] [-cfgl "labelName"|
-cfgp "stateName" | -cfgd "asOfDate"] [-filter "fileStatus"] [-o] [-ro] [-ts] [-fs] [-eol on |
off | cr| lf| crlf ] [-netmon] [-t] [-h | -help] [files...]

コマンドラインオプション

次の表では、BCO で使用できるオプションについて説明しています。

説明オプション

-pオプションでユーザー名が指定されていない場合、Toolbar Utility で保存さ
れているユーザー ID とパスワードを使って、指定されたサーバーへのログイン

-autoLogon

が試みられます。このオプションは、Windows オペレーティングシステムでの
み使用できます。

指定した日付/時刻のものとしてビューを構成します。日時指定の例を以下に示
します。

-cfgd

• "12/29/01 10:52 AM"
• "December 29, 2001 10:52:00 AM PST"
• "Monday, December 29, 2001 10:52:00 oclock AM PST"

指定されたラベルを使用してビューを構成します。 -cfgl、-cfgp、または -cfgd
がない場合、BCO は現在の構成をビューに使用します。

-cfgl

指定されたプロモーション状態を使用してビューを構成します。-cfgp

ワークステーションとサーバー間で送られるすべてのデータを圧縮し、到着時に
解凍します。このオプションを省略すると圧縮は行われません。

-cmp

圧縮は、クライアントとサーバーが低速の接続を介して通信する場合に便利で
す。圧縮を使用するかどうかを決定するために、小さいテストケースで試してみ
ることをお勧めします。データの圧縮と解凍に費やされる時間が発生しても、低
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速接続を介して長時間かけて非圧縮データを送るより良いかどうかという観点で
検討する必要があります。

ベースフォルダに対する作業フォルダを作成します。-isオプションを指定して
いる場合は、ベースフォルダのすべてのサブフォルダに対する作業フォルダも作

-cwf

成されます。実行中にチェックアウトするファイルを持たないフォルダに対して
も、作業フォルダが作成されます。表示されているフォルダだけが作成されま
す。

ファイルをチェックアウトせずに、-dryrunを指定しなければチェックアウトさ
れることになるファイルのリストを表示します。このパスは、ファイルのコピー

-dryrun

先となる作業フォルダのパスです。-vbを一緒に使用すると、チェックアウトが
実行された場合の詳細な情報を得ることができます。

ワークステーションとサーバー間で送られるすべてのデータを暗号化し、到着時
に復号化します。このオプションを省略すると暗号化は行われません。暗号化す

-encrypt {RC4 |

RC2_ECBRSA | ると、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。RC2_CBCRSA |
完全な構文は以下のとおりです。RC2_CFB}
-encrypt encryptionType
BCO は、以下の種類の暗号化をサポートしています。

• RC4：RSA R4 ストリーム暗号（高速）
• RC4：RSA R4 ストリーム暗号（高速）
• RC2_ECBRSA：R2 ブロック暗号（Electronic Codebook）
• RC2_CBCRSA：R2 ブロック暗号（Cipher Block Chaining）
• RC2_CFB：（Windows プラットフォームのみ）RSA R2 ブロック暗号
（Cipher Feedback）

これらの暗号化レベルは高速なものから順番に並べられています。低速の暗号化
レベルほど、安全性は高くなります。

改行コードを自動的に変換します。-eol { on | off
このオプションを -onにすると、テキストファイルがサーバーのリポジトリか
らワークステーションの作業フォルダへと転送されるときに、コマンドを実行し

| cr | lf |

crlf } ているプラットフォームに合わせて Java VM で指定されたとおりに改行コード
が変換されます。このオプションを指定しないと、デフォルトでは、BCOは改行
コードの変換を実行しません。-eolをまったく使用しないと、デフォルトと同じ
結果になります。

改行文字（cr、lf、または crlf）を指定すると、テキストファイルがサーバーの
リポジトリからワークステーションの作業フォルダに転送されるときに、指定し
た改行コード変換が行われます。

改行コードは、Windowsプラットフォームでは復帰/改行（crlf）、UNIXプラッ
トフォームでは改行（lf）です。

 

486 | 参照



説明オプション

たとえば、リポジトリから取得したファイルをUNIXシステム上の作業ファイル
と比較する場合（リポジトリにテキストファイルが crlfとして保存されている
場合）、このオプションを設定します。

コマンドで使用するファイルを名前またはファイル名パターン（"*.c"など）で
指定します。UNIX のセマンティック規約の方がWindows よりも明確なので、

files...

すべてのオプションはUNIXの規約を使用して解釈されます。このため、「すべ
てのファイル」を指定するには、"*.*"ではなく、"*"を使用します。パター
ン "*.*"は、「名前と拡張子を持つすべてのファイル」を意味します。たと
えば、"star*.*"は、starteam.docや starteam.cppと一致しますが、
starteamとは一致しません。これらすべてを検索するには、"star*"を使用し
ます。

このオプションを省略するとデフォルトは "*" です。このオプションは、常に最
後に指定する必要があります。BCOでは、このオプションより後ろのオプション
はすべて無視されます。

すべてのファイルを指すために、"*"ではなく *を使用すると、UNIX シェルは
それを一連のアイテムに展開し、オプショングループとして bco コマンドに渡
してしまいます。たとえば、作業ファイルなしのファイルをチェックアウトして
いる場合、これにより問題が生じる可能性があります。混乱を避けるために、"*"
を使用することをお勧めします。

複数のファイルパターンを使用する場合、各パターンをそれぞれ引用符で囲む必
要があります。たとえば、"*.bat" "*.c"は使用できますが、"*.bat *.c"は
使用できません。

注: このオプションは、プラットフォームに関係なく必ず引用符で囲むこと
をお勧めします。ただし、その理由はプラットフォームごとに異なります。
Windows プラットフォームでは、スペースを含むファイル名とフォルダ名
は正しく解釈されません。UNIXプラットフォームでは、シェルがオプショ
ンを展開し、その展開によって作られたアイテムのリストがクライアントに
渡されます。しばしば、これによって予期しない結果が生じます。このよう
な結果を避けるために、このオプションは常に引用符で囲むことをお勧めし
ます。UNIX シェルによるオプションの展開が必須の場合にのみ、引用符を
省略してください。いずれのプラットフォームでも、バッチスクリプトが
原因不明で失敗する場合、引用符の省略が原因となっている可能性がありま
す。

ファイルの指定では、以下の特殊文字を使用できます。

*は、任意の文字列（空の文字列を含む）と一致します。たとえば、"*"は、拡
張子の有無に関係なくあらゆるファイル名と一致します。"xyz*"
は、"xyz"、"xyz.cpp"、"xyzutyfj"のいずれとも一致します。

?は、任意の1文字と一致します。たとえば、"a?c"は、"abc"とは一致します
が、"ac"とは一致しません。

[...]は、左右の角括弧に囲まれた文字のいずれか 1 つと一致します。

2 つの文字の間にハイフン（-）を入れると、その範囲内のいずれかの文字と一
致します。
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左角括弧（[）の直後に感嘆符（!）またはキャラット（^）を置くと、括弧内
の文字は一致せず、角括弧で囲まれていない任意の文字と一致します。たとえ
ば、"x[a-d]y"は、"xby"とは一致しますが、"xey"とは一致しませ
ん。"x[!a-d]y"は、"xey"とは一致しますが、"xby"とは一致しません。

ハイフン（-）または右角括弧（]）そのものと一致させるには、角括弧内の最初
または最後の文字として含めます。

パターン内でアスタリスク（*）、疑問符（?）、または左角括弧（[）そのも
のと一致させるには、その直前にエスケープ文字として円記号（\）を入れる必
要があります。

1つまたは複数の文字から成る文字列を指定します。各文字がファイルステータ
スを表します。この文字列には、スペースやその他のホワイトスペースは入れな

-filter

いでください。現在、指定されたステータスを持っているファイルだけがチェッ
クアウトされます。ビュー外のファイルをチェックアウトすることはできませ
ん。

ステータスを表すために使用できる文字は、C（最新）、M（変更済み）、G
（マージ）、O（古いリビジョン）、I（作業ファイルなし）、U（不明）です。

G、M、または Uを使用する場合は、-oも指定して、強制的にチェックアウト
しなければなりません。-oオプションを指定しないと、BCOはG、M、および
Uで表されるステータスを持つファイルをスキップしますが、警告がログファイ
ルに記録されます。

指定されたフォルダの作業フォルダまたは作業ディレクトリを上書きします。こ
れは、フォルダの代替作業パスを設定するのと同じ結果となります。

-fp "folderPath"

これにより、このフォルダで指定されたものとは別の作業フォルダを使用するこ
とができますが、最も重要なのは、プラットフォーム間の互換性を提供するとい
う用途です。たとえば、UNIX と Windows システムでは、ドライブとディレク
トリパス名の指定方法に互換性がありません。"D:\MYPRODUCT\
DEVELOPMENT\SOURCE"というパスは、Windows プラットフォームでは
解釈されますが、UNIX プラットフォームでは解釈されません。自分のプラット
フォームがプロジェクトで指定されたパスを解釈できない場合、このオプション
を使用して作業パスを定義します。

引用符の前に置かれた円記号（\）は、エスケープ文字として解釈されます。し
たがって、次の例はエラーとなります。

bco -p "xxx" -fp "C:\" "*"
これは次のように解釈されます。

bco -p "xxx" -fp "C:" *"

これを避けるため、"C:\"の最後の文字を次のようにエスケープします。

bco -p "xxx" -fp "C:\\" "*"

または、-fpパスが "C:\orion\"のようにルートフォルダで終わらない場合は、
次のようにしてこの問題を回避します。
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bco -p "xxx" -fp "C:\orion" "*"

完全な構文は以下のとおりです。 -fp "folderPath"
フォルダはWindows 用語で、これがユーザーインターフェイスに表示されま
す。 UNIX プラットフォームでは、ディレクトリが正しい用語です。

チェックアウト後にファイルステータスが記憶されないようにします。これらの
ファイルの以降のステータス値は、正しくなく不定になります。ファイルのス

-fs

テータスが重要ではない場合に、このオプションを使用します。たとえば、いつ
も作業フォルダを削除してからビルドのためにファイルをチェックアウトしてい
る場合、ファイルが存在しないので、そのステータスは問題になりません。

このファイルステータスは、たとえ後から update-status コマンドを使ったと
しても既知にはなりません。-fsオプションを指定せずにチェックアウトを強制
すれば、正しいステータスを持つ最新のファイルが得られます。

コマンドラインオプションについての情報を表示します。-h

-help

コマンドをすべての子フォルダに再帰的に適用します。このオプションを省略す
ると、コマンドは指定したフォルダにのみ適用されます。

-is

SDK NetMonitor の情報をコンソールウィンドウに出力します。NetMonitor は
サーバーコマンドの統計を表示します。このトピックの次のセクションの BCO
の使用例を参照してください。

-netmon

通常であればチェックアウトされないステータスを持つファイルを強制的にチェッ
クアウトします。該当するステータスは、変更済み、マージ、不明です。

-o

使用するビューやフォルダ、およびサーバーにアクセスするために必要なユー
ザー名とパスワードを指定します。

-p

完全な構文は以下のとおりです。

-p "userName:password@hostName:portNumber/
projectName/[viewName/][folderHierarchy/]"

例：-p "JMarsh:password@orion:49201/StarDraw/
StarDraw/SourceCode/"
ユーザー名を省略すると、現在のユーザー名が使われます。この例では、ユー
ザー名は "JMarsh"です。
パスワードを省略すると、パスワードの入力を要求されます。ユーザーがパス
ワードを入力するとき、文字は画面上に表示されません。この例では、パスワー
ドは "password"です。

ホスト名を省略した場合のデフォルトは localhostです。この例では、ホスト名
は "orion"です。
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ポート番号は必須です。この例では、デフォルトのポート番号49201を使用し
ています。

プロジェクト名は必須です。この例では、プロジェクト名は StarDrawです。
ビューの指定には、ビュー階層を使用します。ビュー名の区切り文字にはコロン
（:）を使用します。ビュー階層には、必ずルートビューを含めます。たとえ
ば、"StarDraw:Release 4:Service Packs"は、StarDraw ルートビュー
の孫でRelease 4ビューの子のService Packsビューを使用することを意味しま
す。ビュー名を省略すると、ルートビュー（デフォルト）が使われます。その
ビューがプロジェクト内で唯一の名前を持つビューの場合は、ビュー名だけを指
定することもできます（ただし、後から同じ名前のビューが作られる可能性もあ
るので、このような指定方法は推奨できません）。この例では、ビュー名は
StarDrawです。これはStarDrawプロジェクトのルートビューなので、省略す
ることも可能です。

フォルダの指定には、フォルダ階層を使用します。フォルダ名の区切り文字には
スラッシュ（/）を使用します。フォルダ階層には、ルートフォルダを含めては
なりません。ファイルがビューのルートフォルダにある場合はフォルダ階層を
省略します。たとえば、ビューのルートフォルダがStarDrawでファイルへの階
層が "StarDraw/SourceCode/Client"ならば、単に "SourceCode/Client"
を使用します。

このオプションで使用するパラメータ（ユーザー名、ビュー名、パスワード、プ
ロジェクト名、フォルダ名など）に、区切り文字として使用される文字が含まれ
ている場合、その文字にはパーセント記号（%）で始まる16進数コードを使用
します。たとえば、パスワードの中に "@"が表れる場合、"%40"で置き換え
る必要があります。

":" には、"%3a"を使用

"/"には、"%2f"を使用

"@"には、"%40"を使用

"%"には、"%25"を使用
UNIXおよび他のオペレーティングシステムでは、一部の特殊文字の先頭に円記
号 "\"または別のエスケープ文字を指定する必要があります。-pオプションで
は、そのような文字を 16 進数コードで置き換えることができます。たとえば、
UNIX で "\<"とする代わりに "%3c"を使用することができます。

スペースには、"%20"を使用

"<"には、"%3c"を使用

">"には、"%3e"を使用

ユーザーのパスワードが格納されているファイルのパスを指定します。このオプ
ションは -pオプションで使われるパスワードよりも優先されます。これによっ

-pwdfile

て、コマンドライン上で他人にパスワードを見られるのを防止できます。この
ファイルは、UTF-8 形式で保存されていなければなりません。

完全な構文は以下のとおりです。
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-pwdfile "filePath"
パスワードファイルは、パスワードのみで構成される必要があります。先頭と末
尾のホワイトスペースは無視されます。

この操作の後、作業ファイルを読み取り専用にします。このオプションを指定し
ないと、ファイルは操作の前と同じ状態のままとなります。通常は、-roを使用

-ro

して、自分がロックしていないファイルを自分自身が編集することを防ぎます。
-roを指定しないと、ファイルは読み取り/書き込み可能になります。

ビューのルートフォルダ用の作業フォルダまたは作業ディレクトリを指定または
上書きします。これは、ビューの代替作業パスを設定するのと同じ結果となりま

-rp

す。補足情報については、この表の中の -fpオプションの説明を参照してくださ
い。完全な構文は -rp "folderPath"です。

チェックアウトのボリュームとタイミングに関する統計情報を表示します。-t

各作業ファイルのタイムスタンプをチェックアウトの時刻に設定します。この
オプションを指定しないと、ファイルには、そのファイルのチェックインリビ
ジョンと同じタイムスタンプが与えられます。

-ts

StarTeamMPX Cache Agent を使用して、ファイルのチェックアウトを試みま
す。

-useCA

完全な構文は以下のとおりです。

-useCA hostName:portNumber | autolocate
使用するCache Agentのホスト名（または IPアドレス）とポート番号を指定す
ると、StarTeam Server が MPX 対応でない場合でも、BCO ユーティリティを
実行できます。

ホスト名とポート番号を指定する代わりにautolocateを使用すると、サーバー
がMPX対応の場合に限り、ネットワーク上で最も近いCache Agentが自動的に
検出されます。

出力を詳細にします。各ファイルがチェックアウトされるときに、その情報が表
示されるようになります。フォルダパスは、作業フォルダのパスではなく、フォ
ルダのパスです。

-vb

 

BCO の使用例

次の例では、BCO を使用して、ルートフォルダ StarDraw（StarDraw プロジェクトの
StarDraw ビュー内）の子である Source Code フォルダにあるすべてのファイルを強制
的にチェックアウトします。
bco -p "JMarsh:password@Orion:1024/StarDraw/StarDraw/Source Code" -is
-o "*"
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次に示すのは、-netmonオプションを使用したBCOコマンドと、NetMonitor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"

出力サンプル

StarTeam BulkCheckOut Utility version 9.0.xxx Copyright (c) 2004 Borland Software
Corporation.All rights reserved.Start:(rev 100) SRVR_CMD_GET_PROJECT_LIST Time:62 millis;
Sent:42 bytes; Got:1834 bytes Start:(rev 100) SRVR_CMD_GET_PROJECT_VIEWS Time:47
millis; Sent:46 bytes; Got:186 bytes Start:(rev 100) SRVR_CMD_GET_PROJECT_VIEWS Time:15
millis; Sent:46 bytes; Got:186 bytes Start:(rev 100) SRVR_CMD_PROJECT_OPEN Time:188
millis; Sent:70 bytes; Got:120 bytes Start:(rev 100) PROJ_CMD_GET_VIEW_PROPERTIES
Time:31 millis; Sent:42 bytes; Got:2556 bytes Start:(rev 100) PROJ_CMD_GET_FOLDERS
Time:63 millis; Sent:42 bytes; Got:1112 bytes Start:(rev 100) PROJ_CMD_GET_FOLDER_ITEMS
Time:16 millis; Sent:50 bytes; Got:40 bytes Start:(rev 100) PROJ_CMD_REFRESH_ITEMS
Time:3562 millis; Sent:122 bytes; Got:414 bytes Start:(rev 100)
SRVR_CMD_GET_PROJECT_VIEWS Time:16 millis; Sent:46 bytes; Got:186 bytes Start:(rev
100) PROJ_CMD_GET_PROJECT_PROPERTIES Time:31 millis; Sent:42 bytes; Got:4797 bytes
Start:(rev 100) FILE_CMD_CHECKOUT Time:47 millis; Sent:78 bytes; Got:108 bytes Start:(rev
100) FILE_CMD_CHECKOUT Time:31 millis; Sent:78 bytes; Got:1767 bytes Start:(rev 100)
FILE_CMD_CHECKOUT Time:31 millis; Sent:78 bytes; Got:1140 bytes Start:(rev 100)
SRVR_CMD_PROJECT_CLOSE Time:15 millis; Sent:62 bytes; Got:16 bytes Start:(rev 100)
SRVR_CMD_RELEASE_CLIENT Time:31 millis; Sent:42 bytes; Got:16 bytes

関連トピック

参照 (324 ページ)
バッチでファイルをチェックアウトする (229 ページ)
キーワード展開を有効にする (170 ページ)
大量ファイルの一括チェックアウトユーティリティ (113 ページ)
バッチでファイルをチェックアウトする (229 ページ)
キーワード展開を有効にする (170 ページ)
大量ファイルの一括チェックアウトユーティリティ (113 ページ)

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。使用できるキーワードは、1 行ごとに 1 つだけで
す。

492 | 参照



説明アイテム

リビジョンをチェックインしたユーザーです。$Author$

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。

$Date$と $DateUTC$

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

$Header$と $HeaderUTC$

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。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に格納されている
とします。それを $Header$で最初にコンパイルすると、その
ヘッダーは $Header$: D:\util\foo.java, 1, 7/27/99
11:05:48 AM, StarTeam Server Administrator$のよう
に展開されます。

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

$History$

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
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// This is a another revision comment.

// $

// 1 YourProject 1.0 2005-11-19 00:06:57Z Joe
Smith

// This is a revision comment.
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。

$HeaderUTC$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、

$Id$

v 1.2.1.0など）、UTC 時刻、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。

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）。$Locker$

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、ファイルのリビジョ

$Log$、$Log[x]$、$LogUTC$、
$LogUTC[x]$

ンごとの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、x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）。$LogUTC$および $LogUTC[x]$は $Log$および
$Log[x]$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。$NoKeywords$
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プロジェクトの名前です。$Project$

リビジョン番号（整数）です。$Revision$

フォルダの名前です。$Folder$

作業ファイルの非修飾名です（foo.cppなど）。$Workfile$
 

注意: 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。

関連トピック

参照 (324 ページ)
キーワード展開を有効にする (170 ページ)
バッチでファイルをチェックアウトする (229 ページ)
キーワード展開を有効にする (170 ページ)
大量ファイルの一括チェックアウトユーティリティ (113 ページ)
個人的オプション (150 ページ)
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