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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 

CAT4.16.7 では、以下の機能強化・追加を行いました。 

 

- 進捗管理機能の強化 

➢ 総ケース数や消化数から「対象外」を除外するオプションを追加 

➢ 進捗管理機能等の日次の締め時間を変更する設定を追加 

 

- テスト管理機能の強化 

➢ 直前のセルと連続するセルを灰色で表示する機能を追加 

➢ テスト仕様書ダウンロード時、ファイル名の末尾に日付を付加する機能を追加 

 

- 課題管理の強化 

➢ マイフィルターの並び替え機能の追加 

➢ ステータス管理でステータス削除時のエラーメッセージに利用中のプロジェクト表示 

 

- スケジュール管理 

➢ エクスポート・インポート機能で Excel ファイルをサポート 

 

- その他の強化 

➢ 全体進捗の進捗グラフにある縦軸の目盛を改善 
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1.1. 進捗管理・「対象外」ステータスをケース数から除外するオプションを追加 

「対象外」ステータスのケースを、総ケース数や消化数から除外するオプションをサービス内・テス

トの基本設定に追加しました。テスト工程内で、対象外と判断したテストケースを進捗の母数に計上し

ない運用が可能になります。 

 

＜設定方法＞ 

 サービス設定 -> テストの基本設定 で「対象外を無効なテストケースとして扱う」にチェックを入

れると有効になります。 

 
 ※本オプションを有効にすると、全体進捗画面の以下のオプションが利用できません。 

  表示設定->累積オプション->登録ケース数を工程の開始日から表示する 

 

＜設定の反映箇所＞ 

オプションを有効にした場合、各画面の以下の項目についてテストケース数の母数から除外されます。 

 

 

画面名 反映箇所 

プロジェクト情報 -> サマリー 

テスト件数、実施件数、未実施件数、全体進捗率、 

前日までの完了予定数、予定進捗率(件数)、予定進捗率(工数)、 

本日の進捗 

プロジェクト情報 -> テスト状況 合計、実施済み、未実施 

テスト仕様書一覧 ケース数、進捗 

全体進捗 -> グラフ ケース数、消化数 

全体進捗 -> 進捗テーブル 

ケースベース： 

総ケース数、累計予定、累計消化数、累計進捗率、累計予実差異、

累計残予定、当日予定、当日消化数、当日予実差異、当日進捗率 

小計消化数 

工数ベース；全ての項目 

項目ベース：全ての項目 

全体進捗 -> 表示設定 
累積オプションの「登録ケース数を工程の開始日から表示する」が

非表示になります。 

詳細進捗 
ケース数、未予定数、本日までの予定数、消化数、残ケース数、進

捗率、予定進捗率、当日進捗率 

バーンダウンチャート 

グラフ： 

テスト予定、テスト実績 

ユーザ別テスト詳細： 

総見積工数、残見積工数、実作業工数、差異工数 

機能分析 

機能分析：ケース数 

信頼度分析：進捗テスト実施数 

メンバー分析：ケース数 
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1.2. 進捗管理機能等の日次の締め時間を変更する設定を追加 

 進捗管理画面や分析画面において、日次の締め時間(当日の進捗情報を確定する時間)を変更する設定

を追加しました。設定した時刻までの進捗情報(テストの消化数・障害の発生数等)を当日の実施分とし

て確定し、それ以降が翌日の実施分として集計されます。 

 

オフショア開発を行っているプロジェクト等、時差により日本時間の翌日に実施された進捗でも、当

日の営業日に計上したい場合にご利用ください。※初期値は 23 時に設定されています。 

 

＜設定方法＞ 

サービス設定 -> サービス基本設定画面にある「締め時間」の設定を変更します。 

23 時から 9 時まで、1 時間刻みで設定できます。 

 

 

 

＜設定の反映箇所＞ 

締め時間の設定を変えた場合、以下画面の数値の締め時間が変更されます。 

・プロジェクト情報 -> サマリー 

・全体進捗 

・詳細進捗 

・分析 -> バーンダウンチャート 

・分析 -> 信頼度成長曲線 
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1.3. テスト実行画面・直前(上)のセルと連続する文字を灰色に表示する機能を追加 

 テスト実行画面の「ハイライト」ボタンをクリックすると、列内で値が連続している場合にセルの文

字色を灰色に変更する機能を追加しました。 

画面名や条件などの項目が同様のテストケースが続いた場合、差異のある項目を容易に判別できます。 
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1.4. テスト仕様書のダウンロード時、ファイル名に日付を付加する機能を追加 

テスト仕様書のダウンロード時、ファイル名の末尾に日付を付加するオプションを追加しました。 

日次や週次のレポートを作成する際、ファイル名を一意にしたい場合にご利用ください。 

 

＜利用方法＞ 

ダウンロード時のポップアップ画面で「ファイル名末尾に日付を付ける」オプションをONにします。 
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1.5. 課題管理の強化 

1.5.1. マイフィルターの並び替え機能の追加 

マイフィルター機能の並び替え機能を追加しました。利用頻度や重要度に応じてマイフィルターを並び

替えすることが可能です。マイフィルターの表示設定画面から、各フィルターの≡アイコンをドラッグ

して順序を変更できます。 

 

 

 

※登録されたマイフィルターの設定を変更した場合の反映方法について 

本バージョンからマイフィルターの設定を編集後、「保存」ボタンをクリックして設定が反映され

るように変更しました。 

マイフィルターの設定を編集後に「保存」ボタンをクリックせずにページの遷移や「キャンセル」

ボタンを押した場合、設定が反映されないのでご注意ください。 

 

 
 

1.5.2. ステータス管理画面・ステータス削除時に利用中のプロジェクトを表示 

 ステータスを削除する際、利用中のプロジェクトがある場合、警告メッセージに利用中のプロジェク

ト一覧を表示する機能を追加しました。ステータスの棚卸の際にご利用ください。 
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1.6. スケジュール管理・Excel でのエクスポート・インポートをサポート 

 従来は csv ファイルのみ対応でしたが、本バージョンから Excel ファイルをサポートします。ローカ

ル上でスケジュールの作成・編集する際にご利用ください。 

 

 

1.7. 全体進捗の進捗グラフにある縦軸の目盛を改善 

 進捗グラフ・縦軸の目盛について数字の間隔を調整し、端数(1 単位など)での表示をなくしました。 

 [表示例(100 単位で表示)] 
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2. 障害要望対応一覧 

障害 ID 修正内容 

 ＜課題管理＞ 

281  課題の csvインポートの不具合を修正 

519 マイフィルターの表示順序を変更する機能を追加 

854 課題管理画面で特定のカラムの値でグルーピングした際の表示不具合を修正 

1567 課題を移動する際のパフォーマンスの向上 

1621  ステータス削除時に利用中のステータスを表示する機能を追加 

1632  カスタムフィードの単一リスト編集時の不具合を修正 

1657  課題紐付け関連の表示不具合を修正 

1660  ワークフロー関連の不具合を修正 

1680  課題移動時のポップアップ画面の表示不具合を修正 

1690  課題登録・編集時のポップアップで「見積工数」を非表示に変更するオプションを追加 

1716  課題一覧のチェック表示の表示を改善 

1752  サブタスク関連の不具合を修正 

1765  課題の csvファイルダウンロードで出力されるファイル名を修正 

1767  種別移動時のポップアップの表示改善 

1770  課題＋ケースをダウンロードする際のファイルフォーマットに「テスト仕様書」の列を追加 

1904  マイフィルターの設定に関連した不具合を修正 

 ＜テスト管理＞ 

674  テストケースで同じ値が連続する場合に重複する値の文字色をグレーにする機能を追加 

1689  テスト仕様書をダウンロードする際にファイル名に日付を追加するオプションを追加 

1705  テスト仕様書画面の横スクロール時の不具合を修正 

1954  テスト実行画面の折り返し機能の表示不具合を修正 

 ＜進捗管理＞ 

1637   進捗管理等の日次の締め時間を変更する設定を追加 

1652  「対象外」ステータスを総ケース数、消化数から除外するオプションを追加 

 ＜スケジュール管理＞ 

1342 タスクの最長期間を 1000日に変更 

1494 ダウンロード・インポート機能で Excelファイル形式をサポート 

 ＜その他＞ 

1136  JIRA連携時の不具合を修正 

1287 ログインセッション関連の不具合を修正 

1663 ユーザ一覧画面のヘルプ画面の表示不具合を修正 

1673  グラフの目盛の表示を改善 

1693 外部 BTS連携設定画面の表示不具合を修正 

1696 バーンダウンチャートの稼働時間の不具合を修正 

1848 バーンダウンチャートの表示不具合を修正 

1944 詳細進捗画面の表示崩れを修正 

2033 LDAPの設定に関連した不具合を修正 

  

 

 

  


