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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 
CAT4.16.6 では、以下の機能強化・追加を行いました。 
 

- 課題管理にサブタスク機能を追加 
 サービス課題管理・スコープ管理・プロジェクト課題管理で、サブタスクを追加しま

した 
 JIRA 連携時、サブタスク連携機能を追加 

 
- ケース毎の予定管理機能に「必要時間」「環境」を追加 

 テスト実行画面で「必要時間」「環境」の入力カラムを追加 
 詳細進捗で環境毎の実行予定を表示する機能を追加 
 進捗画面・分析画面上にある工数単位の項目に反映する機能を追加 
 テスト実行画面上で、予定の項目(担当者・日付・必要時間・環境)のコピーアンドペー

スト機能を追加 
 

- 詳細進捗画面に「未実行」のカラムを追加 
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1.1. 課題管理にサブタスク機能を追加 
課題管理機能（サービス課題管理、スコープ管理、課題管理）でサブタスクを利用できるようになり

ました。各課題の参照画面からサブタスクを作成することで、作業を細分化し別々の担当者の割り当て

や工数管理に利用できます。 
重要度や影響度に応じて、サブタスクを親課題に変更することや、課題を他の課題のサブタスクに変

更することも可能です。 
JIRA 連携時にはサブタスクを連携し、CAT の課題管理画面上でサブタスクや親課題を確認できます。 

 
＜サブタスクを登録した親課題のイメージ＞ 

 
 
＜課題一覧画面のイメージ（サービス課題管理・課題管理）＞ 

登録されたサブタスクは課題一覧画面上に表示します。課題一覧画面のヘッダー列に「親課題」のカ

ラムを表示すると、所属している親課題の確認ができます。 

 
 
＜スコープ一覧画面のイメージ＞ 

課題とサブタスクを階層構造で表示します。 
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1.1.1. サブタスクを登録する 
サブタスクは各課題の参照画面の「サブタスク追加」ボタンから登録が可能です。登録したサブタス

クは参照画面上に表示されます。 
 
＜サービス課題管理 / 課題管理 登録イメージ＞ 

 
 
＜スコープ管理 登録イメージ＞ 

 
 
1.1.2. サブタスクを参照する 
課題一覧画面もしくは、親課題の参照画面からサブタスクを選択すると、サブタスクの参照画面が表

示されます。サブタスクには「親課題」の項目が表示され、リンクをクリックすると親課題に遷移しま

す。 
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【ご注意】課題管理機能で出力するファイルに新しい列が追加されます 

課題管理機能のダウンロード機能を使って出力される CSV ファイルに「親課題」列が追加されます。

CSV ファイルを活用するプログラム等をお持ちの場合はご注意ください。 
 

 
 
※全ての列情報が不要な場合は、「現在の表示内容」をご利用することで必要な列情報のみをダウンロ

ードすることができます。 
※コメント列も出力できます。 
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1.2. ケース毎の予定管理機能の強化 
テスト予定の管理で「テスト仕様書上で予定を管理する」のオプションを有効にした際、「担当者」「予

定日」だけでなく、「必要時間」「テスト環境」もテストケース毎に設定できるようになり、それぞれ以

下のような場面でご活用いただけます。 
 
・テスト実行の必要時間をケース単位で管理したい場合 

テストケース毎に必要時間を入力することで、現在の進捗状況やテスト完了日時を 
より正確に推定することが可能になります。 

 
・テスト計画を立てる際、テスト環境の利用状況を確認したい場合 
どのテスト環境で、どのテストが実行されるか一目で把握することが可能になります。 
テスト環境のデータ状況やテスト実行日時を考慮して、テスト実行計画を 
検討する場合に、便利にご利用頂くことができます。 
 

<テスト実行画面のイメージ> 

 
 
 
※ケース毎に環境を登録する場合はプロジェクト設定 -> プロジェクト基本設定 -> 予定の設定にあ

る「テストケース毎にテスト環境を設定する」を ON にしてください。 
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1.2.1. 環境毎に実行予定を表示する機能を追加 
詳細進捗画面のテスト環境 実績／予定の画面に環境毎の実行予定を表示する機能を追加しました。 

予定数が表示されているセルにマウスオーバーすると予定されているテスト仕様書名が表示されます。 
複数のシナリオテストを同時進行させているプロジェクトでテスト環境の利用状況を把握したい場合

にご利用ください。 
 
<詳細進捗 テスト環境 実績／予定のイメージ> 

 
 
 
1.2.2. ケース毎に予定を設定する場合に工数ベースで進捗管理する機能の追加 
従来はできなかった、ケース毎に予定を立てる設定の場合でも工数ベースの進捗管理を利用可能にし

ました。以下の画面で工数ベースの進捗が確認可能です。 

 
 
 
 
1.2.3. 仕様書アップロード時に仕様書の列タイプを指定する文字列の追加 
本バージョンから必要時間列と環境列を追加するに伴い、テスト仕様書のヘッダーに列タイプ指定で

登録できる文字列を追加しました。 
 
＜追加したテスト仕様書のヘッダーに指定に登録できる文字列＞ 

  

画面 項目名 
プロジェクト情報 サマリー 予定進捗率(工数) 

全体進捗画面  
進捗テーブル 工数ベース 

累計 残り必要工数(H) 
進捗率 

当日 進捗率 
詳細進捗 メンバータブ メンバー進捗詳細の工数表示  

分析 バーンダウン グラフのテストの表示 
ユーザ別テスト詳細 

設定する文字列 アップロード時に設定されるタイプ 
(必要時間[分])*5 必要時間 (テストケース毎の予定入力利用時) 
(テスト環境)*6 環境 (テストケース毎の予定入力利用時) 
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1.3. テスト実行画面上でコピー&ペーストのショートカットを強化 
従来のバージョンではできなかった、テスト実行画面で「担当者」「予定日」「必要時間」「環境」のセ

ルをコピー＆ペーストができるようになりました。 
 
＜実行画面でコピー&ペーストをするイメージ＞ 

 
 
 
 
 
 
1.4. 詳細進捗画面で左ペインのカラムに「未実行」を追加 
詳細進捗画面に「未実行」のカラムを追加しました。 
※メンバー 実績／予定 タブには「未実行」が表示されません。 
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2.障害要望対応一覧 

障害

ID 
修正内容 

 ＜進捗管理＞ 

532 詳細進捗のテーブルに未実行を追加 

1588 詳細進捗を csvダウンロードファイルの「当日進捗」に%を追加 

1649 全体進捗画面で「登録ケース数を工程の開始日から表示する」にチェックを入れた場合の 

 総項目数の表示不具合を修正 

 ＜テスト管理＞ 

1051 テストケースの添付ファイル機能のアップロード不具合を修正 

1410 テストケース毎の環境を設定する機能を追加 

1444 テストケース毎に必要時間を設定する機能を追加 

1469 テスト実行画面上で「担当者」「予定日」のコピー＆ペーストをサポートする 

1524 テストケースをアップロードした際のエラーメッセージの不具合を修正 

1530 テスト登録時のシート一覧の表示不具合を修正 

1552 最近のテスト仕様書の表示不具合を修正 

1623 シート設定の表示不具合を修正 

1717 テスト仕様書のカスタムフィールドの反映を即時で反映するように変更 

 ＜課題管理＞ 

824  課題種別にサブタスクを追加 

1507 テスト実行画面の添付ファイルに関連する不具合を修正 

1525 課題管理画面の右ペインのマイフィルターの表示不具合を修正 

1721 課題の csvダウンロードで「表示・フィルター範囲」選択時に各課題のコメントを出力できる

ように変更 

1732 課題の csvインポート時のバリデーションの不具合を修正 

 ＜その他＞ 

1282 外部参照 URL の設定の表示設定画面の不具合を修正 

1285 ユーザ一覧画面の表示不具合を修正 

1286  ログイン一覧画面の表示不具合を修正 

1437 ログイン分析画面のヘルプ画面の表示不備を修正 

1474 スコープ管理画面のパフォーマンス改善 

1592  プロジェクト名に [] を登録するとエラーが起きる不具合を修正 

1605 SVN連携時の取り込み不具合を修正 

1631  [ダウンロード版]REST APIの出力制限の不具合を修正 

1633 外部 BTS 連携[Redmine]の連携不具合を修正 

1704 RestAPI でテストケース取得時に実行ステータスの最新の更新者が出力できるように変更 

1736  サービス課題登録時の表示不具合を修正 
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