CVS Professional and CVSNT
もっともフレキシブルで機能に富んだバージョン管理システム
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企業全体のバージョニングシステムをサポート

CVSは、
ソフトウェア開発ビジネスにおいて世界でもっとも幅広く展開されているバージョン管理システムです。今日の企業は、
リスクを最小限に
抑え、企業運営を支えるソフトウェアのセキュリティと安定を確保する必要があり、March Hareが提供するCVS Professionalのサポートがあれ
ば、
それは実現可能です。

世界規模の大企業から
中小企業にいたるまで、
CVSNTは、
Windows、Mac
OS X、Unix、Linux対応の
理想的なバージョン管理ツ
ールとして活用され続けて
います。
オープンソースとプロフェッ
ショナルサポート
CVSソフトウェアはフリー
ソフトです。March Hare
Softwareは、
セキュリティ
アップデートのお知らせや
、
パッチ、
お電話でのサポー
ト、
インストール、
トレーニン
グなどのサポートを世界各
国にて提供します。March
Hareは、
1999年からCVSの
開発に携わっている方々の
協力を得て、
これらのサポー
トを提供することをお約束
します。

トリを含む、Win32システム
(Windows NT / 2000 / XP /
2003)を完全統合しています。

開発進行中
March Hareが提供する、
もっともアクティブで機能
に富んだCVSのオープン
ソースバージョン。
それが
CVSNTです。

CVSNTは、
Mac OS X、Unix、
Linuxもサポートしています。
ク
ライアントやサーバには、
サポ
ートしているプラットフォーム
であればどのような組合せで
もご利用いただけます。

1999年より開発責任者を
務めているTony Hoyle氏
が、現在、March Hare
Software Ltd (UK)のチー
ムと共に、CVSNTをもっと
もフレキシブルで機能に富ん
だバージョン管理システムと
すべく開発を進めています。

Traditional (WinCVS)、
Windows Explorer addin (TortoiseCVS)、Web
(CVSWEB/ViewCVS)、
Javaクライアントなどのフロン
トエンドソフトウェアもサポー
トしています。

March Hareのサポートが
提供する通常のパッチや機
能リリースは、
これからもずっ
とCVSNTの品質を保証す
るものです。
クロスプラットフォーム
CVSNTは、
コントロールパ
ネルやアクティブディレク

CVSアーキテクチャは、多数のクライアントによる安全なアクセスを実現します。
サーバ上のバックアップやメンテナ
ンスはオープンリポジトリフォーマットにより簡略化されています。

サポートするプラットフォ
ームは、MVS、OS/400、
VMS、64bit版Windows、
Windowsクラスタなどを含め、
今後も拡張される予定です。

安全なプロトコルへの幅広い
サポート
すべての標準CVSプロトコ
ルに加え、Windows特有の

SSPIやアクティブディレクトリ
を通じた認証機能によりバー
ジョンレポジトリへのアクセス
を制御できます。sserverまた
は暗号化SSPI経由の安全な
通信をサポートします。
すべての企業ニーズに沿った
サポートプランの組合せ

すべてのサポートプランでは、
セキュリティ問題に関するカス
タマイズ通知や、通常のパッチ
提供、最長2週間待ちのフィッ
クス提供、電話サポート、将来
的な機能追加などのサービス
をご利用いただけます。

お客様の企業がIBMの
zSeriesやiSeriesのサポート、
複数サイト、複数地域、
オンサ
イトサポート、
カスタマイズ開
発を希望される場合、
ご要望に
応じたサポートプランをご用意
します。
インストールとトレーニング
お客様の企業がCVSを初めて
利用される場合、
または管理法

を変更される場合は、企業の
要望と企業文化に適するよう
にソフトウェアをインストール
し、的確に設定することが極め
て重要です。
CVSの柔軟性により、企業の
コンフィギュレーション管理
を初めて行う組織が決定を
下すことができない場合があ
ります。

March Hareは、実績のあるク
イックスタート要件分析プロ
グラムにより、CVSの迅速な
設定と動作の実現を支援しま
す。管理者トレーニングやユー
ザトレーニングもご利用いた
だけます。

また、CVSをディフェクトトラ
ッキングツール
（Bugzillaなど
）
や、
ビルド管理/ツリー管理シ
ステムと統合することが可能
です。
また、一連の管理レポー
トやオーディットレポートを提
供します。
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スケジュールどおり、予算どおりの
セキュリティとサポートを提供
セキュリティ問題やセキュリ
ティパッチに関する個別アラ
ート

お客様の条件に応じて、管理者
とセキュリティチーム、
もしくは
どちらか一方へ、
CVSのセキュリ
ティ問題やパッチに関する通知
を行います。今日の企業環境に
おいては、
セキュリティ問題に素
早く対応し、
マスコミで報道され
る前に問題を解決することが必
要不可欠です。個別アラートサ
ービスをご利用いただくと、発生
した問題と推奨する対処法（パ
ッチレベルなど）
に関し、
電話、
ポ
ケットベル、SMS、E-Mail、fax、
書簡のあらゆる手段にてご連絡
いたします。

優先バグフィックス
（パッチは
2週間ごとに公開されます。）

お客様がCVSのバグをレポート
された場合、2週間以内にパッチ
を作成いたします。通常のパッチ
に関しましては、
お客様の環境
に影響を及ぼすかどうか判断し
てインストールを選択できる形
で提供いたします。大幅なアップ
デートや累積パッチは四半期ご
とに提供いたします。

優先機能リクエスト

CVSを最もよく知る人とは、
CVSをビジネスで利用してい
る人だと言えます。私どもは、

電話サポート

CVSの機能を強化し、
より実質
的に役立つものにしていきたい
と考えております。
したがいまし
て、
当社のCVS開発チームは、
お
客様からご提案いただいた機能
の開発を最優先いたします。

サイトの管理者は、UKやオース
トラリアにある、
また、
近日中には
アメリカ合衆国にも設置される
地域電話サポートセンターへ、
お
電話にて問題を報告し、動作問
題や機能に関するリクエストを
行っていただけます。
オンライン
の問題管理システムも完備して
おりますので、
お客様はオンライ
ンにて問題を報告し、
トラッキン
グすることが可能です。

プラットフォーム構築

Solaris、
HPUX、Windows、
Mac OS Xに対応したCVSのバ
イナリ
（実行ファイル）
コピーを
提供いたします。複数サイトプラ
スやエンタープライズ契約のお
客様、
また、単一サイトプラスと
複数サイトベーシックのオプショ
ン契約のお客様へは、OS/400や
SCO Unix、NCR、
その他どの環
境であってもそれぞれ特有の動
作環境に応じたCVSのバイナリ
（
実行ファイル）
バージョンを提供
いたします。

有償機能

定期的なCVS機能の強化に努め
ていますが、
お客様の組織にとっ
て有効な機能が存在する場合が
あり、
それは業界や企業文化に
非常に特化したものであるとい
え、
ただちに対応することは困難
です。
もしその機能がお客様にと
って多大な利益をもたらすもの
であれば、複数サイトプラスとエ
ンタープライズ契約のお客様は
、料金をお支払いいただくことで
次リリースにてその機能を追加
することができます。

システムダウン時のオンサイ
ト対応

ビルドリリースを行い、開発チー
ムを効果的に管理できるかどう
かがビジネスにとって決定的に
重要な場合、
どのような理由であ
れ、CVSレポジトリがダウンする
ようなことがあってはなりません
。複数サイトプラスとエンタープ
ライズ契約のお客様に関しまし
ては、
CVSレポジトリを動作状態
へ復旧させるオンサイトサポート
を保証いたします。

メニュー
セキュリティ問題やセキュリティパッチに関する個別アラート

管理者トレーニング

最大3名の管理者を対象に、
CVSリポジトリ、
サーバ/クライア
ント、
カバリングアーキテクチャ
、設計上の制限、
バックアップ、
メ
ンテナンス、災害リカバリなどの
管理法についてトレーニングを
実施いたします。CVSサーバに
は、管理者がディフェクトトラッ
単一サイト
ベーシック
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システムダウン時のオンサイト対応
電話サポート
（応答時間）

最大15名のユーザを対象に、
CVSと設定管理、
バージョン
管理についてトレーニングを実
施いたします。本コースでは、
CVSを利用してリモートやロー
カルで実施可能なことやCVSク
ライアント
（例：WinCVSやTortoise）、
また、
バージョン管理の
利点について解説いたします。本
コースは、
お客様のビジネス・プ
ロセスにも合わせて内容を調整
することが可能です。
（インストー
ルと設定サービスが必要です。）

インストールと設定

CVSを使い始めるためのもっと
も早い近道です。私どもが半日
かけてご要望を分析し、CVSと
CVSWEBをインストールして設
定作業を行い、
ソースコードをイ
ンポートしてユーザとシステム
管理者の基本的な手順を文書
化いたします。
オプションとして
バグトラッキングやツリー管理
のソフトウェアをインストールい
たします。
プラス

同日
緊急対応

1時間

10

50

50

150

°

March Hare Pty Ltd

85-87 Bayham Street
Camden Town
London NW1 0AG
United Kingdom

45 Benelong Road
Cremorne NSW 2090
Australia
Australian callers: 1800 092 886
International callers: +61 (0)2 9908 1411
Fax - Aus/Int’l: +61 (0)2 9908 1422
E Mail:
Web Site:

sales@march-hare.com
www.march-hare.com
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1週間
2時間

March Hare Software Limited

エンタープライズ
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2時間

サポートプランの価格については、Webサイトに掲載されている価格ガイド
（主要通貨価格にて記載）
をご覧ください。

UK and European callers: 0800 376 0404
International callers: +44 (0) 20 7692 0712
Fax - UK/Int’l: +44 (0) 20 7692 0609
E Mail:
sales@march-hare.com
Web Site:
www.march-hare.com

ユーザトレーニング

2時間

有償機能
最大ユーザ数

キングツール
（Bugzillaなど）
や
オーディット・プロセス、
プロジェ
クト管理などとの統合を行える
機能が数多く備わっています。本
コースを受講することによって、
管理者チームは組織におけるコ
ンフィギュレーション管理サポー
ト業務を担うことができるように
なります。
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