
Planow2.2 リリースノート（新機能・改善機能一覧）

No. 題名 概要

1 PREGAREとPlanowのデータ連携機能の追加 PREGAREとPlanowのプロジェクト連携機能とユーザー連携機能が追加されまし
た。
１．プロジェクト連携機能
PREGAREで指定したプロジェクトとマルチプロジェクトがPlanowにアップロードさ
れて同期を図ることができるようになりました。
２．ユーザー連携機能
PREGAREに登録されているすべてのユーザーのユーザー情報がPlanowにアッ
プロードされて同期を図ることができるようになりました。

2 計画セットの期間指定の機能追加
（今日/現在日/前月/当月/次月）

計画セットの編集機能に特定の期間指定（今日/現在日/前月/当月/次月）が
追加されました。

3 工程編集機能の操作性改善
（見た目上は前バージョンと大きな違いはないが、新バージョンで
は未分類グループがグレーアウトされることはない。また、併せて
ダウンロードの高速化対応を実施。）

グループステータスの設定方法を工程’ｓの仕様と同期することにより以下の通
り、操作性の改善が図られました。
１．工程表ダウンロードの高速化を実現しました。
２．グレーアウトされた作業グループでは作業グループ、作業バーの追加、上下
移動、削除ができないようになりました。
３．また、未分類グループの操作はそのプロジェクトの管理権限を持つユーザー
（注）のみが編集可能となり、一般ユーザーは編集できなくなりました。
（注）プロジェクトの管理権限を持つユーザーとは、Planow管理者、プロジェクト
管理者、全プロジェクト編集可能ユーザーのことを指します。

4 管理者がバージョンからのアップロード時に、未分類グループを非
表示にしているとアップロードエラーになる。

前バージョンの問題を改善しました。

5 アップロード処理の操作性改善と更新履歴表示機能の追加 １．アップロード処理のバッチ化（バックグラウンド処理）（注）を実現し、アップ
ロード中でも別の作業を行うことができるように、操作性の改善を図りました。
２．アップロード履歴が分かるように更新履歴の表示機能を追加しました。
（注）今回対応したバッチ化は、基本情報登録時のアップロード、バージョンから
のアップロード、Planow＋からのアップロード、およびPREGARE連携時のアップ
ロードに対応しました。尚、PREGARE連携時のアップロードの更新履歴の表示
機能は今回未対応のため、近い将来対応する予定です。

6 プロジェクトモードで、計画セットからダウンロードした工程にマイ
ルストーンを追加してアップロードした時、マイルストーン行に余計
な行が表示される。

前バージョンの問題を改善しました。

7 削除されたユーザーの所属ユーザーグループ名を変更して再登
録すると、削除前の所属ユーザーグループに登録された。

前バージョンの問題を改善しました。

8 作業グループに下位ノード（グループまたは行）がない場合、権限
一覧にその作業グループが表示されない。

前バージョンの問題を改善しました。

9 バージョン一覧、権限一覧の表示機能の高速化 バージョン一覧表示、権限一覧表示の高速化を図り、操作性を改善しました。

10 管理者が工程’ｓのWBSエディタを使用してグループを削除した
後、バージョンから排他ダウンロードしたファイルをアップロードす
るとアップロードエラーとなる。

前バージョンの問題を改善しました。但し、一部制限事項があります。（制限事
項一覧の項番2.2-10を参照願います。）
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Planow2.2 リリースノート（制限事項一覧）

No. 題名 回避方法
1 最新バージョンで排他編集中のグループは、旧バージョンでもそ

のグループの権限設定をすることができません。

［現行仕様］
・権限情報はプロジェクト単位で管理されており、バージョン単位で
管理していないので、あるバージョンで権限設定すると、他のバー
ジョンでも同様の権限が設定される仕様となっています。
・従って、最新バージョンで排他編集中のグループは旧バージョン
から権限設定をすることができません。

［旧バージョンに権限設定する場合の方法］
・旧バージョンにグループの権限設定をする場合は、最新バージョンが排他編
集中でないこと確認してから実行願います。
・最新バージョンが排他編集中の場合は、最新バージョンの排他編集を強制解
除してから実行願います。

［今後の対応］
・近い将来、権限情報の管理をプロジェクト単位からバージョン単位での管理に
変更する予定ですが、対応時期は検討中です。

2 資源情報をCSVファイルから登録すると、資源ビューの資源の並
びがCSVファイルを登録する前の並びと変わることがあります。
また、資源情報をCSVファイルで並び替えを行って登録しても資源
ビューの資源の並びがCSVファイルの並びと一致しません。

［回避方法］
資源ビューの資源の並びを保持したい場合はCSVファイルから登録しないよう
にお願いします。

［資源情報の並び順を変更する方法］
資源情報の並び順を変更する場合は、工程’ｓ上で資源ビューから資源の並び
順を変更して保存し、そのファイルを基本情報登録（全般）からアップロードする
ようにお願いします。

［今後の対応］
本制限事項は次期バージョン（Planow2.3）で対応予定です。

3 WBSエディタで「名前を付けて保存」し、そのファイルをアップロード
するとUTF-8で保存されるためアップロードエラーとなるか、また
はアップロードが実行されても次に計画セットからダウンロード時
にダウンローエラーとなります。

［対応時期］
本問題は工程’ｓ6にバージョンアップすることにより対処されます。
工程’ｓ6のリリースは12月中旬以降を予定しています。

［工程’ｓ6がリリースされるまでの回避方法］
WBSエディタで名前を付けて保存したファイルはPlanowから絶対にアップロード
しないでください。

［アップロードエラーまたはダウンロードエラーが発生した場合の時の対処方
法］
もしも、WBSエディタで「名前を付けて保存」したファイルをアップロードした場合
は、バージョンから排他ダウンロードしてファイルを保存し、そのファイルをアッ
プロードするとエラーが修復されます。

4 管理者自らが排他編集中に、再度、自ら排他ダウンロードし、WBS
エディタを使用して作業グループを追加／削除すると、その作業
グループが排他編集中か否かに関係なく追加／削除されます。
他のユーザーが排他編集中の場合は、WBSエディタを使用しても
特に問題はありません。

［回避方法］
自らが排他編集中に再度排他ダウンロードして作業グループを追加／削除す
る場合は、WBSエディタを使用しないで、工程’ｓ上で操作をお願いします。

5 Planowの旧バージョンで作成された工程’ｓファイルを使用して、
Planowにアップロードすると、稀にアップロードエラーが起きること
があります。

［本問題が発生した場合の対処方法］
以下の2つの方法のいずれかを行うことによりエラーが修復される可能性が高
いです。
１．エラーが発生した工程’ｓファイルを開く／保存を繰り返し実行してからアップ
ロードを行ってください。
２．エラーが発生した工程’ｓファイルを一度EXPORT/INPORTしてから保存し
アップロードを行ってください。

※上記の方法で修復できない場合はヘルプデスクまでご連絡をお願いします。

6 PREGARE連携において、ユーザー連携したユーザーをCSVファイ
ルにダウンロードすると、そのユーザー情報は”null”行が出力され
ます。

［回避方法］
ユーザー情報をCSVファイルからアップロードする場合は、CSVファイルの”null”
行をすべて削除してください。
また、PREGAREと連携したユーザーのユーザー情報を変更する場合は、
PREGARE側で変更して再度ユーザー連携するか、または、CSVファイルにユー
ザー情報を作成してCSVファイルからアップロードしてください。

7 PREGAREとユーザー連携してユーザー情報を登録、変更した
ユーザーはPlanowの「ユーザー情報編集画面」から変更すること
ができません。
PREGAREとユーザー連携したユーザーは、ユーザー一覧の発行
元が”PREGARE”と表示されています。

［回避方法］
PREGAREと連携したユーザーのユーザー情報を変更する場合は、PREGARE
側で変更して再度ユーザー連携するか、または、CSVファイルにユーザー情報
を作成してCSVファイルからアップロードしてください。
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はじめに 

 

Planow 新バージョン「Planow2.3」の追加/改善機能について、ご紹介します。 

※一部、「Planow2.2」の改善機能も含みます。 
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1. 動作環境 

Planow2.3 は以下の動作環境に対応しています。 

【サーバー】 

■OS    Red Hat Enterprise Linux Server V6.0 

■DBMS   PostgreSQL 8.4 以上 

■JAVA   Java SE Development Kit 6 

【クライアント】 

■Web ブラウザ Microsoft Internet Explorer 6, 8, 9 

 

2. 新機能 

(1) PREGAREと Planowのデータ連携機能追加(Planow2.3) 

PREGARE と Planow のプロジェクト連携機能とユーザー連携機能が追加さ

れました。PREGARE と Planow の両方で連携の設定を行うことにより、

PREGARE のプロジェクト・ユーザー情報を Planow に反映させることができ

ます。但し、連携可能な PREGARE のバージョンは PREGARE 8 以降となり

ます。なお、工程表作成には、工程’s6 を使用して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．プロジェクト連携機能 

PREGARE で指定したプロジェクトとマルチプロジェクトを、Planow にア

ップロードし同期を図ることができるようになりました。 
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【Planow プロジェクト一覧画面】 

 

 

 

 

 

 

【PREGARE プロジェクト一覧画面】 

 

 

 

 

 

 

２．ユーザー連携機能 

PREGARE に登録されているすべてのユーザーのユーザー情報を、Planow

にアップロードし同期を図ることができるようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Planow ユーザー一覧画面】 

 

 

 

 

 

【PREGARE ユーザー一覧画面】 

  

連携 

連携 
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(2) 計画セットの期間指定の機能追加(Planow2.2) 

計画セットの期間編集機能に、特定の期間指定（今日/現在日/前月/当月/次月）

が追加されました。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 更新履歴表示機能の追加(Planow2.2) 

アップロード履歴が分かるように、更新履歴の表示機能を追加しました。 

プロジェクトの各バージョン行の一番→に[更新履歴]ボタンが追加されていま

す。このボタンをクリックすることにより、当該プロジェクトのアップロード

履歴を参照することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 工程’s6 リリースに伴う機能追加(Planow2.3) 

 

工程’s6 リリースに伴い、以下の機能を追加しました。 

① 工程’s6 では、進捗入力方法として、「残期間」（残り期間）の入力が追加とな

りましたが、Planow の工程一覧からの進捗入力は現行通り（進捗率のみ）変

更ありません。 

また、Planow の工程一覧からの進捗率を入力すると、工程’s で設定した「残

期間」（残り期間）、日付指定での進捗はクリアされます。 
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② 工程’s6 では、必要資源の設定機能に「投入タイミングの設定を有効にする」

オプションが追加されました。（［編集］→［オプション］→［動作の設定］→

［高度な設定］→［必要資源の設定］）それに伴い、Planow でも上記のオプシ

ョンを以下の通りに追加しました。 

・必要資源の設定情報は、プロジェクト毎に管理されます。 

・従って、Planow での必要資源の設定情報の更新は、「基本情報登録（全般）」

からアップロードすると更新できます。バージョンからのアップロードでは更

新できません。 
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3. 改善機能一覧 

(1) 工程編集機能の操作性改善(Planow2.2) 

グループステータスの設定方法を工程’s の仕様と合致することにより以下の通

り、操作性の改善が図られました。 

１．工程表ダウンロードの高速化を実現しました。 

２．グレーアウトされた作業グループでは作業グループ、作業バーの追加、上

下移動、削除ができないようになりました。 

３．また、未分類グループの操作はそのプロジェクトの管理権限を持つユーザ

ー（注）のみが編集可能となり、一般ユーザーは編集できなくなりました。 

（注）プロジェクトの管理権限を持つユーザーとは、Planow 管理者、プロジェ

クト管理者、全プロジェクト編集可能ユーザーのことを指します。 

 

(2) アップロード処理の操作性改善(Planow2.2) 

アップロード処理のバッチ化（バックグラウンド処理）（注）を実現し、アップ

ロード中でも別の作業を行うことができるように、操作性の改善を図りました。 

（注）今回対応したバッチ化は、基本情報登録時のアップロード、バージョン

からのアップロード、Planow＋からのアップロード、および PREGARE 連携

時のアップロードに対応しました。 

 

(3) バージョン一覧(Planow2.2)、権限一覧(Planow2.3)の表示機能の高速化 

バージョン一覧表示、権限一覧表示の高速化を図り、操作性を改善しました。 

 

(4) .計画セットで作業グループを指定すると、そのグループに含まれる行とグル

ープが全てダウンロードできるように改善しました。(Planow2.3) 

［旧仕様］ 

計画セットで作業グループを指定した時、当該グループに作業バーが存在しな

い場合は当該グループは検索されません。 

［新仕様］ 

計画セットで作業グループを指定した時、当該グループに作業バーが存在しな

い場合でも当該グループが検索されるようになりました。 

・計画セットにて「グループ名」を指定した場合。 

・計画セットにて「グループ選択画面」からグループを指定選択した場合。 
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(5) プロジェクトモードの時、［工程］ボタンを［工程参照］ボタンに変更

(Planow2.3) 

［旧仕様］ 

同期モードが”プロジェクト”の時、［工程］ボタンの機能は排他編集しないで、

工程表の編集・更新（アップデート）ができます。 

［新仕様］ 

同期モードが”プロジェクト”の時の［工程］ボタンが［工程参照］に変更と

なり、同期モードが”グループ”の場合と同様に、”参照”のみができるように

変更とされました。［工程参照］でダウンロードした工程表は編集はできますが、

アップデートはできません。 

 

(6) PREGARE 側でチェックアウトされたプロジェクトの連携処理変更

(Planow2.3) 

［旧仕様］ 

PREGARE との”プロジェクト連携”で、PREGARE 側でチェックアウトされ

たプロジェクトが１つでもあれば、エラーメッセージを出力して処理を中止し

ます。 

［新仕様］ 

PREGARE との”プロジェクト連携”で、PREGARE 側でチェックアウトされ

たプロジェクトはワーニングを出力し、それ以外のプロジェクトは正常に連携

処理ができるようになりました。 

 

(7) 一度 PREGARE 連携したユーザーの登録元を変更不可にする(Planow2.3) 

［旧仕様］ 

PREGARE と連携したユーザーのユーザー情報を Planow から変更（画面また

は CSV）すると、PREGARE に登録されたパスワードでログインができなくな

りました。 

［新仕様］ 

一度、PREGARE と連携したユーザーはユーザー一覧の登録元の表示は”

PREGARE”のまま変更せず、”PREGARE 連携ユーザー”と分かるようにし、

パスワード認証は”PREGARE”が行います。 

連携するユーザー情報は Planow から変更できませんので、ユーザー情報を変更

する場合は PREGARE 側で変更後、”ユーザー連携”を実行してください。尚、

PREGARE に存在しないユーザー情報（*）は Planow から登録・変更可能です。 

（*）ヨミガナ、電話番号、FAX 番号、全プロジェクト編集／閲覧オプション 
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(8) 権限一覧および計画セット修正画面でのグループツリー表示改善

(Planow2.3) 

権限一覧画面のグループツリー表示、および計画セット修正画面のグループ選

択ツリー表示のグループ階層をそろえて見やすい表示にしました。 

 

(9) NULL のプロジェクトメンバーが登録される問題の対応(Planow2.3) 

プロジェクト管理者が未設定の状態プロジェクトメンバーを登録した場合、プ

ロジェクトメンバーが表示されている所に”，”（カンマ）だけが表示されていま

したが、”，”（カンマ）が表示されないように修正しました。 

 

(10) 半角特殊文字が含まれているユーザー情報表示の改善(Planow2.3) 

ユーザー情報のテキスト項目（*）に”半角特殊文字”を含んだ文字列が設定さ

れたユーザーをグループ権限設定画面から選択した時、グループ権限設定画面

が消えてダイアログからグループの権限設定ができませんでしたが、グループ

の権限設定が正常に行えるように修正しました。 

（*）テキスト項目：①ユーザー名 ②ヨミガナ ③会社 ④部署 ⑤役職 

 

(11) Planow+からログイン時、アップロードできない問題の対応(Planow2.3) 

PREGARE 連携ユーザーID・パスワードで Planow+からアップロードする時、

PREGARE に登録されているパスワードを使用するとエラーメッセージが出力

されアップロードができませんでしたが、PREGARE でパスワード認証を行う

ように修正しました。 

 

(12) 資源情報 CSV 登録で、資源コードが重複しているとエラーが発生する問題の

対応(Planow2.3) 

資源情報 CSV 登録において、資源コードが重複している場合、システムエラー

が発生しましたが、エラーメッセージを出力して処理を中止するように修正し

ました。 

 

(13) 計画セット編集でグループ名に”/”が含まれる場合のダウンロードエラーが

発生する問題の対応(Planow2.3) 

計画セット編集画面でグループ名の文字列に”/”が含まれている場合、計画セ

ットからダウンロードすると、システムエラーが発生しましたが、ダウンロー

ドが正常に行われるように修正しました。 
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4. 前バージョン（Planow2.0/Planow2.2）制限事項の修正対応 

   前バージョン（Planow2.0/Planow2.2）の制限事項に対し、修正を行いました。 

   修正対応が行われた制限事項は以下の通りです。 

 

(1) 未分類グループを非表示状態でアップロードするとエラー発生 

管理者がバージョンからのアップロード時に、未分類グループを非表示にし

ているとアップロードエラーになる。 

［変更内容］ 

上記不具合が発生しないよう修正しました。(Planow2.2) 

 

(2) マイルストーン行に余計な行が表示される 

プロジェクトモードで、計画セットからダウンロードした工程にマイルスト

ーンを追加してアップロードした時、マイルストーン行に余計な行が表示さ

れる。 

［変更内容］ 

上記不具合が発生しないよう修正しました。(Planow2.2) 

 

(3) 所属ユーザーグループの登録不具合 

削除されたユーザーの所属ユーザーグループ名を変更して再登録すると、削

除前の所属ユーザーグループに登録された。 

［変更内容］ 

上記不具合が発生しないよう修正しました。(Planow2.2) 

 

(4) 権限一覧に作業グループが表示されない 

作業グループに下位ノード（グループまたは行）がない場合、権限一覧にそ

の作業グループが表示されない。 

［変更内容］ 

上記不具合が発生しないよう修正しました。(Planow2.2) 

 

(5) WBSエディタを使用してグループを削除した際のアップロードエラー 

管理者が工程’s の WBS エディタを使用してグループを削除した後、バージ

ョンから排他ダウンロードしたファイルをアップロードするとアップロー

ドエラーとなる。 

［変更内容］ 

上記不具合が発生しないよう修正しました。(Planow2.2) 
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(6) 資源情報を CSV から登録すると、資源マスターの並び（資源ビューの資源の

並び）が CSVファイルの並び順と一致しない 

［変更内容］ 

資源情報の並び順（資源マスターおよび資源ビューの並び）を CSV ファイ

ルでコントロールできるようになりました。それに伴い、一部の資源のアッ

プデート（追加・変更・削除）ができなくなります。CSV ファイルからの

資源情報の登録時は全ての資源情報がリプレース（置換）されますので、

CSV ファイルに全資源情報が設定されていることを確認してから登録をお

願いします。(Planow2.3) 

 

以上 


