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リリースノートについて  

リリースノートは、CAT の最新リリースに関する総合的なユーザガイドです。CAT リリースノートは、

新機能や強化機能、そしてそれらをすぐに活用するために必要な情報を提供します。 

 

リリースノートの内容 

リリースノートでは、新しい重要な機能強化について次の情報を提供します。 

• 機能に関する簡潔で詳細な説明 

• 設定と管理の開始にあたって役に立つ実装のヒント 

• メリットを最大限に引き出すのに役立つベストプラクティス 

• 詳細な説明 

 

主な新機能以外のメール、新しいレポートタイプ、セキュリティとパッケージなど、最新リリースに

含まれるその他の機能強化や機能変更の一覧と簡単な説明は、その他の機能強化の章に記載されてい

ます。 

CAT の最新リリースを使いこなすためのガイドとして、リリースノートをお役立てください。 

 

フィードバックについて 

CAT が成功を収めるには、リリースノート、オンラインヘルプ、およびドキュメントがいかに重要で

あるかを認識しています。提供するコンテンツの継続的な向上のために、成功要因と失敗要因を把握

したいと考えています。情報のご提供をお待ちしております。 
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1. 主な機能強化 

CAT4.15.1 では、要望が高かった中から以下の機能強化・改善を行いました。 

 

 外部 BTS 連携機能の改善 

 ケース紐付け機能の改善 

 開発者項目連携追加 

 ユーザ紐付け機能の改善 

 設定画面の見直し 

 CAT 管理機能の強化 

 IP アクセス許可リストにメモ欄、更新者、更新時間を追加 

 ユーザ一覧に csv ダウンロード機能を追加 

 バーンダウンチャートの改善 

 限界線の追加 

 グラフのデザインの改善 

 その他改善 

 テスト実行画面上に残ケース数を表示 

 プロジェクトの課題種別に対して、不具合計上フラグを追加 

 LDAP 連携機能の改善 

  



 

CAT4.15.1  リリースノート 

 
 

2  

 

1.1. 外部 BTS 連携機能の改善 

1.1.1. テストケースと外部 BTS の紐付け方法の改善 

外部連携時のテストケースと課題紐付けの情報の保持方法を改善しました 

従来は外部 BTS 側に課題とテストケースの紐付け情報を保持していましたが、CAT 上に保持する

方式に変更いたしました。変更点は以下になります。 

 

[変更点] 

操作 ~CAT4.15 CAT4.15.1 ~ 

起票 外部 BTS に遷移して起票 
外部 BTS に遷移して起票 

※変更点はありません。 

起票時の課題紐付け 

起票時に「テストケース」とマッピ

ングした外部 BTS のフィールドに

書き込み 

起票時に「連携キー」とマッピングし

た外部BTSのフィールドに書き込み 

既存課題へ紐付け 
紐付け都度 REST API でアクセ

スし外部 BTS の更新を実施 

CAT 上で保持し、外部 BTS のアクセ

スなし 

紐付け解除 

外部 BTS 上の課題のテストケース

紐付け用のカスタムフィールドか

らの ID 削除 

CAT 上で紐付け削除 

外部 BTS 上で 

紐付けケース数の把握 

「テストケース」とマッピングした

カスタムフィールドのケース ID の

数を数えて把握 

「テストケース数※1」とマッピング

しカスタムフィールドを確認 

※1  本バージョンで新しく追加した連携フィールドです。 

※本バージョンの改善により外部 BTS にカスタムフィールドがない場合でも「既存課題への 

紐付け」「紐付け解除」ができるようになりました。 
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■テストケースの紐付け解除方法の追加 

課題一覧画面から障害の紐付け解除が可能になりました。 

ポップアップ表示後にテストケース等にマウスオーバした際に表示される「×」マークをクリ

ックすると紐付け解除ができます。 

※課題一覧画面からの紐付け解除は非連携時も利用可能です。 

 

 [課題一覧の紐付け解除について] 

 

 

■外部 BTS 連携に作成するカスタムフィールドで変更のある項目 

本改善に伴い、連携するフィールドが変更になります。 

CAT の項目 変更内容 各 BTS のフィールドタイプ 備考 

テストケース 廃止 

Redmine ： テキストフィールド 

JIRA : テキスト 

Backlog :  文章 

Backlog の製品仕様により起

票時にケース紐付けはできま

せん。（*1） 

テストケース

数 
新規 

Redmine ： テキストフィールド 

JIRA : テキスト 

Backlog :  文章 

外部 BTS にて課題に紐付け

られたケース数を確認する際

に必要なフィールドです。 

連携キー 新規 

Redmine ： テキストフィールド 

JIRA : テキスト（*1） 

Backlog :  未対応 (*1) 

起票時にテストケースと課題

を紐付ける際に必要なフィー

ルドです。未設定の場合は、

起票時の紐付けができませ

ん。 

※Backlog は連携キーの設定

がありません。 

※バージョンアップ前に設定された外部 BTS連携設定されたプロジェクトは 

上記変更が反映されず、旧来の方法で運用可能です。 

*1  連携先の外部 BTS の制限により、以下のパターンでは課題起票時の該当項目へのデータ連

携ができません。 

  JIRA のサブタスク 

  Backlog の課題全般 
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※バージョンアップ前から外部 BTS を利用しており、今回の方式に変更する場合の設定の移行方法は

以下になります。※方式を変更しても既存の紐付け設定は維持されます。 

 

1. 外部 BTS にカスタムフィールドを設定 

[Redmine,JIRA の場合] 

 カスタムフィールド（テストケース数、連携キー）を新規作成 

[Backlog の場合] 

 カスタムフィールド（テストケース数）を新規作成 

 

2. CAT で外部 BTS 連携設定を再設定 

① プロジェクト設定 ＞ 外部 BTS の設定 ＞ 「編集」をクリック 

② 外部 BTS 設定ウィザード(4/6) にてテストケースの連携を解除 

③ 必要に応じて連携キー、テストケース数を連携 

④ 登録 

 

 

1.1.2. CAT ユーザと外部 BTS ユーザの連携方法の改善 

従来、CAT と外部 BTS のユーザをメールアドレスでの一致でのみ紐付けをしておりましたが、

ユーザ紐付けが手動で設定ができるようになりました。 

 ※こちらは Redmine 専用の機能になります。 

 

Redmine 連携時にユーザ情報を取得するには管理者権限の API アクセスキーが必要でしたが、

本対応により、一般ユーザーの API アクセスキー利用時(メールアドレス取得不可時)でも手動で

ユーザ紐付けが可能になりました。 

また、本対応により 1：N の紐付け(※1)も可能となります。 

※1 ：CAT のユーザ 1 つに対して Redmine の複数ユーザを紐付けることが可能です。 

 

ユーザ紐付けの設定は 

・プロジェクト設定の外部 BTS設定画面 

・課題一覧画面 

上記から設定が可能です。 

 

また他のプロジェクトにて同一の外部 BTS で紐付けを保持している場合は、その設定を流用す

ることも可能です。 
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※4.15.017 以前で外部 BTS 連携をしているプロジェクトについては、外部 BTS 設定を再度設定

することでこちらの機能を利用可能です。 

 

■ユーザ紐付設定のオプションについて 

オプション 説明 

一括操作 

既存紐付利用 

同じサービスの他のプロジェクトで同じ URL の BTS を使っ

ている場合、他のプロジェクトの設定を引き継ぐことができ

ます。 

クリーンアップ 
紐付設定済みのユーザで現在、担当者や報告者等連携したメ

ンバーリストにいないユーザを非表示にできます。 

フィルタのクリア 
ユーザリストにフィルタを掛けている場合、フィルタ状態を

リセットできます。 
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1.1.3. 外部 BTS の連携設定画面の改善 

CAT と外部 BTS の紐付け選択方法を改善しました。 

従来のバージョンは接続する BTS の項目をすべて個々に設定する必要がありましたが、 

本バージョンから連携する項目のみ設定し、設定しない項目については定義外の項目に設定するこ

とによって、一括で設定できるようになりました。 

これにより紐付けた項目のみ表示するため、項目が多い外部 BTSと連携する際も、従来のバージョ

ンより少ない手順で設定ができ、設定の視認性が向上しました。 

  

 

 

 

1.1.4. 開発者項目連携追加 

本バージョンから開発担当者を外部 BTS とマッピングが可能になり、分析機能のメンバー毎の開

発観点で分析できるようになりました。 

 

外部 BTS にカスタムフィールドにカスタムフィールドを作成し CAT の開発担当者をマッピング 

または、各 BTSにある担当者と開発担当者をマッピングすることで利用可能です。 

 

［CAT の開発担当者とマッピングするために必要なフィールド］ 

外部 BTS フィールド フィールドタイプ 

Redmine カスタムフィールド ユーザ 

Redmine 担当者 - 

JIRA カスタムフィールド ユーザピッカー 

JIRA 担当者 - 

Backlog 担当者 - 
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1.2. CAT 管理機能の強化 

1.2.1. IP アクセス許可リストにメモ欄、更新者、更新時間を追加 

IP 許可リストにメモ欄を追加したことで、接続元の名称等を記録しておくことができるため 

IP の管理が容易になりました。 

 

 

 

 

 

1.2.2. ユーザ一覧に csv ダウンロード機能を追加 

ユーザ情報の csv ダウンロードが可能になりました。 

ユーザ一覧画面から全件ダウンロードかフィルタ範囲か選択してダウンロードができます。 

CAT に登録されているユーザの整理や確認をローカル PC で実施するときなどに活用ください。 
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1.3. ダブルバーンダウンチャートの改善 

従来あった予測線の計算方法を改善し、新しく「限界線」と名前を変更しました。 

各タスクの必要工数とメンバーの 1 日の勤務時間を指定することで、プロジェクトが終了する日を

シミュレーションができ、プロジェクト計画の精度を高める際に有効にご活用頂けます。 

 

1.3.1. 限界線とは 

限界線とはアサインされているメンバーが指定された時間、理想的に働いた時に、プロジェクトが

最短で完了する日を表す線になります。（これ以上、早く完了できない日を指し示すため、限界とい

う名前になっています） 

限界線の終了日と工程の終了日（緑色で表示）の位置関係でプロジェクトのリスク状況を判断でき

ます。 

 

[テストと課題の限界線について] 

 

 

項目名 説明 

テスト - 限界線 

各テストの残工数を各担当の 1 日あたりの労働時間で消化した際、

いつテストが完了できるか表します。 

 

[必須入力] 

・テスト計画機能 

 -必要時間(初期値 1 分/1 ケース) 

  -担当者(未割当ユーザは、異なる担当者として判定します) 

  -優先度(初期値 15) 

   -テスト計画 

※表示設定画面で、”テスト計画値を使わない”を 

指定した場合は、入力は不要です。 

 

 ・分析-バーンダウン-表示設定 ※1 

  -1 日の労働時間(初期値 8 時間)  

 

[オプション] ※1 

・重複時にテストを優先させる 

テスト実行と課題の担当が重複している場合は、課題の消化を 

優先する初期設定になっています。このオプションをオンにす

ることで、テストを優先した限界線を表示します。 

 ・テスト計画の実行日毎の予定を使わない 

  このオプションをオンにすることで、テスト計画は使わず担当 

  者情報のみを利用して限界線を表示します。 

課題 - 限界線 
残工数から各担当者一人が一日当たり稼働できる最大値を差し引い

た残工数の推移を描画します。 

共通 
限界線は休日設定を考慮しています。休日設定が割り当たっている

場合は、その日の稼働情報は設定されません。 
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※1  バーンダウン表示設定の限界線設定について 

 

 

1.3.2. 限界線の活用方法について 

限界線はプロジェクトの遅延のリスクを確認する際に活用ができます。 

「限界線の終了日 ≧ プロジェクト終了日」である場合はプロジェクトが遅延しています。 

「限界線の終了日 ＜ プロジェクト終了日」 であり差が大きくなればなるほど、 

プロジェクト遅延のリスクは減少していきます。 

プロジェクトの遅延するリスクがある場合、労働時間を変えてどれくらい工数を増やせば工程の終

了日まで終えるかをシミュレーション可能です。 

 

カテゴリ 設定項目 説明 

限界線設定 

労働時間 一日の最大労働時間を決められます。 

重複時にテスト優先させる 
担当者がテストと課題の担当が重複していた場合に 

どちらを先に優先させるか決められます。 

テスト予定 

担当者 テスト仕様書に担当者を設定します。 

実行日スケジュール 

担当毎の合計のアサインしたテストケース数を指定

することで、正確にテスト終了日をシミュレートで

きます。 

※” テスト計画の実行日毎の予定を使わない”オプ

ションを有効にすることで、この入力を省略するこ

とができます。 

 

必要時間 必要時間をもとにケースの総工数を算出します。 

優先度 優先度に沿ってテストを消化していきます。 

非稼働日入力 休日、半日稼働、全日稼働 

一日の労働時間をユーザ毎に調整できす。 

休日 : 労働時間 × 0 

半日稼働 : 労働時間 ÷ 2 

全日稼働 : 労働時間 

※休日を労働時間扱いする場合に利用します。 
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1.3.3. グラフカラーの変更 

グラフの一部カラーを変更しました。変更点は以下になります。 

 

[グラフのカラーの変更] 

 

 

 

  

グラフタイプ 項目 ~4.15.0 4.15.100~ 

テスト＆課題 課題-実績線 紫色 青色 

テスト＆課題 課題-限界線（旧予測線） 肌色 水色 

共通 工程の終了日の日付 黒色 緑色 
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1.4. プラグイン機能の追加 

CAT4.15.100 より、プラグイン機能の提供を開始します。 

※プラグインはダウンロード版に限り、ご利用頂くことが可能です。 

 

プラグインをインストールすることで CAT の機能を拡張してご利用頂くことが可能です。 

 

プラグインは、「システム管理」の「プラグイン管理」機能から確認でき、プロジェクト毎に有効・

無効の設定を行うことができます。 

 

ご利用頂けるプラグインは近日中にホームページ上で公開します。お急ぎの方は、ホームページよ

りお問合せください。 

 

[プラグイン管理画面]  

 

 

[連携例：SHIFT の提供する SVN 連携プラグインをインストールした後の課題参照画面] 
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1.5. その他 

1.5.1. プロジェクト設定に障害定義のオプションを追加 

 

従来 CAT の種別全体を使い障害発生率を算出しておりました。今回の改善にて、プロジェクト毎

にどの種別を障害とするかを定義できるようになりました。 

本対応により各種数字の出し方を見直しています。 

 

[設定方法] 

プロジェクト設定からプロジェクト基本情報設定に移動し、障害分析の項目で設定ができます。 

 

※初期値は、CAT の不具合種別のみがチェックが入っております。 

※本項目はプロジェクトコピーの対象となります。 

 

■障害・課題の文言変更 

  合わせて、障害・不具合・課題の文言を変更しました。変更点は以下になります。 

項目 ~4.15.0 4.15.100~ 

ナビゲーションメニュー 障害管理 課題管理 

全体進捗 表示設定 

不具合のみ表示 

※初期値はチェック

が入った状態 

障害種別のみ 

※初期値はチェックが入った

状態 

詳細進捗 
発見不具合数 発見障害数 

未解決不具合数 未解決障害数 

レポートメール 

プロジェクトサマリ 

登録課題数 登録障害数 

対応済課題数 対応済障害数 

残課題数 残障害数 

課題発生率 障害発生率 

 

■数値の変更 

  以下の項目の数値を見直しています。 

項目１ 項目２ ~4.15.0 4.15.100~ 

全体進捗 障害予定 過去実績 不具合の種別を参照 設定した障害種別を参照 

詳細進捗 発見障害数 

詳細進捗 

レポートメール 

プロジェクトサマリ 

未解決障害数 

登録障害数 

レポートメール 

プロジェクトサマリ 

対応済障害数 

残障害数 

障害発生率 
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1.5.2. テスト実行画面に該当テストケースの残ケース数を表示 

テスト実行画面のシートタブに該当テストケースの残ケース数を表示します。 

 

 

 

1.5.3. テスト実行画面でのセル内選択コピー可能に 

テスト実行画面にて、従来はセル全体にコピーしかできませんでしたが、セルをダブルクリックす

ることでセル内を選択して、コピーできるように改善しました。 

 

 
 

 

1.5.4. LDAP 連携の改善 

LDAP の連携方法を改善しました。従来の LDAP 設定はユーザ名とメールアドレスが必須入力項

目でしたが、本バージョンから任意項目(※)となります。また、ユーザ名は部署等 LDAP の属性の

組み合わせでも設定できるようになりました。＋で属性を結合することで指定可能です。 

ユーザ名、メールアドレスを LDAP 設定しない場合、ユーザ編集画面で任意の項目が入力可能で

す。 

※ ユーザ名は CAT で必須項目となるため、入力がない場合は自動的にログイン ID がユーザ名に

なります。 

  ※メールアドレスについては、有償版のみの対応となります。 
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2. 障害要望対応一覧 

障害 ID 修正内容 

2515 

2884 

2857 

2790 

[分析] 

・外部 BTS連携時にメンバー分析の開発観点で確認できるよう機能を拡張しました。 

・バーダウンチャートのテスト予測線を改善し、「限界線」に名前を変更しました。 

 

2394 

[プラグイン] 

・プラグイン機能の提供を開始しました。 

  

2578 

2558 

2515 

2482 

1624 

1602 

1581 

[外部 BTS 連携] 

・カスタムフィールド連携を拡張しました。 

・ユーザ紐付けを改善しました。 

・テストケースと課題の紐付け機能を改善しました。 

・開発担当者と連携できるようにしました。 

2858 

2839 

2801 

[テスト実行] 

・テスト実行時の稀にデットロックが発生する事象を改善しました。 

・テスト実行画面に残ケース数の表示を追加しました。 

・編集不可セルのセル内選択コピーをできるようにしました。 

2879 

2862 

2880 

2829 

2859 

2745 

1483 

2881 

2742 

2865 

2860 

[その他] 

・アクセス制限の設定にて許可 IP に追加してメモ欄の追加をしました。 

・ユーザ管理画面にてユーザ一覧を csv エクスポートが可能になりました。 

・プロジェクトのコピーで工程をコピーできるようになりました。 

・ユーザ一覧の検索で、一部フィルタが機能しない不具合に対応しました。 

 

[LDAP] 

・LDAP 設定時にユーザ名、メールアドレスが任意項目になりました。 

 ※有償版のみ 

 

[プロジェクト設定] 

・障害として利用する種別を定義できるようになりました。 

 

[Slack 連携] 

・Slack 連携するタイミングの見直しを行いました。 

・Slack 連携される内容の表示崩れに対応しました。 

 

 

 

 

 

 


