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1 はじめに 

Schedule をご購入頂きまして、ありがとうございます。 
Schedule は設定したスケジュール通りに SCADA 側のアナログタグ 
を制御する事が可能です。 
機器の運転／停止はもちろん、アナログ値をダイレクトに入れる 
事が可能ですので、レシピとしてもご使用頂けます。 
設定はパスワードにより保護されますので、任意に変更される 
心配もありません。 
設定はドラッグ＆ドロップやプルダウンによる簡単構築で 
短時間で設定が完了します。 
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2 使用規定 

Schedule（以下本ソフトウエア）は以下の条項に同意して頂いた場合に限り、ご

使用いただけます。特に、明確な意志表示がない場合でも、本ソフトウエアのセ

ットアップを実行、又は本ソフトウエアを起動し、利用を開始した時点で使用規

定に同意して頂けたものと致します。 
 

2.1 著作権 

 本ソフトウエアの著作権は（株）ハーモニーに帰属します。 
2.2 譲渡などの禁止 

 本ソフトウエアの一部又は全部を貸与、配布、譲渡することは 
 できません。 

2.3 ライセンス 

 本ソフトウエアを使用しての開発は、コンピュータ一台につき 1 セット 
 購入が原則となります。 
 

Microsoft，MS，Windows は米国 Microsoft 社の登録商標です。 

AIMAX は米国 TA Engineering 社の登録商標です。 

FIX はｲﾝﾃﾙｰｼｮﾝ社の登録商標です。 

INTOUCH はﾜﾝﾀﾞｰｳｴｱ社の登録商標です。 
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3 お使いいただく前に 

 
3.1 ユーザ登録 

 パッケージに同封の「FAX ユーザ登録用紙」に必要事項をご記入の上、 
 速やかにご返送下さい。なお、記入事項に不備がありますとサポート 
 できない場合がありますので、ご注意下さい。 

3.2 ユーザサポート 

 ユーザ登録を行って頂きましたお客様には、電話・FAX・メール等にて 
受付を致します。お問い合わせの際にはユーザ ID が必要となりますので、 
FAX ユーザ登録用紙は保管しておいて下さい。 

  
お問い合わせ先 

〒816-0054   福岡県福岡市博多区東月隈 5-18-10  (株)ハーモニー 
 ユーザサポート 

TEL  092-403-3348 
FAX  092-403-3368 
ﾒｰﾙ  support@harmony-c.co.jp 

 お問い合わせ受付時間 
 月曜日～金曜日（祝祭日除く）午前 10:00～12:00・午後 1:00～5:00 
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4 インストールとアンインストール 

4.1 インストール 

CD 内の SetUp フォルダ内にある SetUp.exe を実行します。 
 

 セットアップウイザードに従ってインストールして下さい。 
  注意： インストール先が SCADA のインストール 

されているフォルダになっているか確認して下さい。 
フォルダが違っている場合、インストール先を 
SCADA のインストール先へ合せる必要があります。 
但し、RSView32・JoyWatcher・CXProcess 版は 
必要ありません。 

  
4.2 アンインストール 

 コントロールパネル内のアプリケーションの追加／削除にて 
アンインストールして下さい。 
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5 起動と終了 

 
Schedule は SCADA と共に動作するスケジュール管理ソフトです。 
SCADA 側のシステムが既に構築されており、なおかつ SCADA を 
立ち上げている状態で起動して下さい。 
 
＜SCADA の画面からスケジュール画面を表示する場合＞ 

  インストール先に作成されている “SchRun.exe”をSCADA側の 
ボタン等へ割付けて下さい。 

 割付け例） FIX の場合 －＞ RUNTASK  SchRun.exe 
   INTOUCH の場合 －＞ StartAPP “SchRun.exe” 
   AIMAX の場合  －＞ ＜EXEC＞SchRun.exe 

＊詳細は各 SCADA のマニュアルを参照して下さい。 
＜SCADA と同時起動する場合＞ 
 Schedule の設定が完了し、各 SCADA 立上げ（起動）時に 
 スケジュール管理も自動的に始めたい場合は、SchRun.exe に 
 コマンドライン １を付けて実行します。 
 SCADAが立ち上がった後、SchRun.exe 1 を実行して下さい。 
 Schedule が 小モードで立ち上がります。 

＊ 起動するﾀｲﾐﾝｸﾞが早すぎると SCADA とリンク 
出来ない場合がありますので確実に SCADA が 
立ち上がった後に起動する様にして下さい。 

＊詳細は各 SCADA のマニュアルを参照して下さい。 
 
スタートボタンのプログラムメニュー内に Schedule が作成されますので 
そこから実行してもスケジュール画面は表示できます。 
 
＜Schedule を完全に終了する場合＞ 
 スケジュール画面の閉じるボタンを押下しても 
 Schedule は PC へ常駐しています。 
 完全に終了させる場合はSchRun.exeにコマンドライン 999を付けて 
 実行します。 
 例） FIX の場合 －＞ RUNTASK  SchRun.exe “999” 
  INTOUCH の場合 －＞ StartAPP “SchRun.exe 999” 
  AIMAX の場合  －＞ ＜EXEC＞SchRun.exe 999 
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6 設定手順 

6.1 メインスケジュール画面 

 
Schedule を起動すると上画面が表示されます。 
まずは設定画面を表示する為、右上のパスワードボタンを押下します。 
すると以下のウインドウが表示されます。 

 
初期状態ではパスワードは設定されていませんので、そのまま OK ボタンを押下し、

設定状態にします。 
パスワードを設定する場合は、Sift＋パスワードボタンにて設定できます。 
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6.2 設定状態画面 

パスワード画面から設定状態にすると、上記画面の様に右上の設定中が 
赤でフリッカします。 
フリッカしている間は設定状態で、グループ登録やマスタースケジュール登録が 
可能になります。 
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6.3 グループ＆タグ設定画面 

グループ＆タグ設定ボタンを押下すると上記画面が現れます。 
まずは、制御するSCADA側タグの登録をする為、タグ登録ボタンを押下します。 
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6.4 タグ登録画面 

この画面にてタグを登録していきます。 
新規追加ボタンを押下すると編集ボックスが黄色に変わります。 
必要事項を記入し、更新ボタンにて登録します。 
新規登録する場合は必ず 初に新規追加ボタンを押して下さい。 
注意） 

FIX／iFIX 版をご使用の場合は以下の様にタグ名を入力して下さい。 
 FIX:TAGNAME.F_CV 
  FIX---------------- ノード名 
  TAGNAME------ タグ名 
  F_CV-------------- 固定 

JoyWatcher 版をご使用の場合は以下の様に タグ名を入力して下さい。 
 LOCAL$DD.TAG 
  LOCAL-------- タグのサーバ名 
  DD-------------- デバイス名 
  TAG-------------- タグ名 
 その他の SCADA はタグ名だけを入れます。 
 但し BroadWin 版のみタグ一覧から選択出来ます。 

編集ボックス 
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タグ名称は直接編集してもかまいませんが、SCADA 側に 
名称を登録している場合は、名称取得ボタンにて持ってくる事も可能です。 
開始操作値／終了操作値はそれぞれスケジュールの開始時と終了時に 
タグに送る数値を設定します。 
削除は、登録したタグ一覧の中から削除するタグを選択し、 
削除ボタンを押下します。 
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6.5 グループ登録画面 

グループ設定ボタンを押下すると上記画面が表示されます。 
タグ登録と同様に、新規追加ボタンを押下するとグループ名称ボックスが 
黄色に変わります。 
グループ名称を手入力し、更新ボタンを押下するとグループが追加されます。 
有効チェックボックスにてグループ毎にスケジュールの有効／無効を 
設定できます。  
チェックを外しているとスケジュール管理は、開始時間が来ても実施しません。 
グループコピーボタンとグループ追加貼付ボタンは同じグループの 
コピーを作成する場合に使用します。 
これは、グループのタグの割付状態やスケジュール設定内容も全て同じものを 
作成しますので、タグ割付やスケジュール登録後に、同じようなグループを 
作成したい場合のみ使用して下さい。 
削除は、登録したタグ一覧の中から削除するグループを選択し、 
削除ボタンを押下します。 

     注）登録できるグループは 大 100 件です 
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6.6 タグ割付画面 

 

グループとタグの登録が完了すると上記画面の様に、登録済みの 
項目が一覧表示されます。 
各グループにタグを割り付ける場合、まず左のグループ名称一覧から 
割付けるグループを選択します。 
すると選択されたグループは、青色に変わります。 
そして右の機器名称一覧から割付けたいタグを選択します。 
選択された機器名称は、黄色に変わります。*複数選択可能（ 大 10 ｺ程度） 
決まったらタグ割り付けボタンを押下します。 
割りついたタグの機器名称は赤に変わります。 
グループをクリックする事で、割りついているタグが右側で確認できます。 
全タグ表示ボタンは、右に全タグ一覧を表示し、割りついているもののみ 
黄色で表示されます。 
また、割付タグのみ表示ボタンは、各グループに割りついているタグのみ 
表示します。 
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6.7 マスタースケジュール画面 

設定状態画面からマスタースケジュールボタンを押下すると 
上記画面が表示されます。 
この画面にて、登録したグループ毎にスケジュール設定します。 
グループの選択は、グループ名称のコンボボックスからプルダウン選択します。 
実行時間と停止時間は上記画面上でドラッグ＆ドロップすると 
以下の画面が表示されます。 

スケジュール時間が正しければ、予約するボタンを押下し、確定します。 
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マスター登録できるスケジュールは７曜日＋４特別日の計１１種類で 1 組です。 
 
設定したスケジュールは、マウスにより選択すると濃いグリーンに 
変わりますので、その状態で予約を変更ボタンを押下すると 
実行時間の変更が可能になります。 
また、同じように予約を削除ボタンにて削除することもできます。 
本日／翌日に反映ボタンは、 
設定状態時に、マスター情報とは別に本日と翌日だけは、 
直接スケジュールを変更できる為、マスターを正としたい場合は 
押下すると本日／翌日のスケジュールを任意に変更していても 
マスターによって上書きされます。 
 

6.8 特別日設定画面 

設定状態画面から、特別日設定ボタンを押下すると上記画面が現れます。 
特別日を指定するとマスター登録されている特別日のスケジュールが 
実行されます。 
但し、翌日以降の日に対してのみ特別日を指定できます。 
特別日にしたい日をカレンダー上でクリックすると 
以下の様に順番に表示が変わります。 
特別日１－＞特別日２－＞特別日３－＞特別日４－＞通常日 
設定完了後、保存ボタンにより保存して下さい。 
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7 運用 

7.1 メインスケジュール画面 

 
設定が終了し、設定終了ボタンを押下すると右上の実行中が青に変わり 
スケジュール管理が始まります。 
設定したスケジュールの時間がくると開始値を SCADA 側へ書き込みます。 
また、スケジュールの停止時間がくると停止値を SCADA 側へ書き込みます。 
グループ確認ボタンは、グループの設定状態を確認する画面が表示されます。 
マスタースケジュールボタンは、設定されているマスタースケジュールの内容 
を確認する画面が表示されます。 
閉じるボタンは、スケジュール管理をバックグラウンドで実行します。 
通常は、マスター登録されたスケジュールにて運用する為、 

 本日／翌日の切り替えボタンや手動操作は実行状態ではロックされています。 
 但し、パスワードボタンを押し設定可能状態にすると 

イレギュラー処理として本日／翌日のスケジュール変更や手動での強制実行が 
可能になります。 

 手動で強制実行する場合はスケジュールを一旦無効状態にする必要があります。 
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7.2 クライアント・サーバー 

  DB 変更画面より、サーバーとクライアントの切替が可能です。 
  サーバーの場合は右上のタイトルが実行中となり、 
  クライアントの場合はクライアントと表示されます。 
  また、クライアントで運用する場合は閉じるボタンではなく 
  終了ボタンとなり、非常駐タスクとなります。 
  サーバーとクライアントどちらからも設定変更が可能ですが 
  設定中のユーザがあれば、設定完了しないと他のユーザは 
  設定画面へ移行出来ません。 
  設定変更後は、どのマシンも 1 分周期で表示更新されます。 
  パソコン間のシステム時間がずれている場合は正しく表示出来ない 
  場合がありますので注意が必要です。 
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設定モードからグループ＆タグ設定ボタンを押下すると上画面が表示されます。 
上画面に追加されている DB 切替ボタンにてクライアント・サーバーを切り替えます。 

 

DB 切替ボタンにより上画面が表示します。 
サーバーの場合はクライアントとして使用のチェックをはずしておきます。 

 

クライアントとして使用する場合はチェックを入れます。 
チェックを入れるとサーバー側のデータベースが指定可能になります。
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上画面はサーバーモードの場合の運用画面です。 
右上のタイトルが実行中と表示されます。 

 
上画面はクライアントモードの場合の運用画面です。 
右上のタイトルがクライアントと表示されます。 
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8 補足説明 

8.1 Schedule の動作確認環境 

 OS 
 WindowsNT４.０  SP２以上 

Windows２０００ SP３以上 
Windows XP SP１以上 

  
 上記 SCADA が動作可能な PC 上では Schedule は動作します。 
 登録できるグループやタグ数に制限はありませんが、 
 メモリやハードディスク等は、余裕をもってシステム構築される 

ことをお勧めいたします。 
8.2 Schedule の起動時の処理 

 設定が完了しているスケジュールは、常駐した状態で 
SCADA 側のタグ状態を監視制御しますが、 
スケジュールを何らかの理由で再起動した場合、起動時に必ず 
スケジュールと SCADA のタグ状態をチェックし、 
スケジュール状態を再設定します。 
再設定が必要ない場合は Sch.ini ﾌｧｲﾙの[Load]セクションの 
Flg=0 を 1 にしておいて下さい。（Sch.ini はセットアップ先に出来ています） 

8.3 Schedule の起動画面サイズ変更 

Schedule は、Sch.ini ﾌｧｲﾙを変更する事で、SCADA との同化運用が可能です。 
必要があればメモ帳などで修正可能です。 

 デフォルトはフル画面表示ですが、SCADA との同化にて 
 画面サイズを変えたい場合に変更します。（Twip 単位）但し、極端なサイズ変更 
 はデータやボタンが見にくくなりますので注意して下さい。 
  （サイズを空白にしておくとフル画面で表示します。） 

[Size] 
Left= 
Top= 
Height= 
Width= 
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8.4 運用での注意点 

 複数のスケジュールソフトを動作させる場合は、 
各 PC にてどれかひとつの PC からしか設定変更出来ません。 
したがって設定モードのままにしておくと 

 他の PC では設定変更出来ませんので注意が必要です。 
 サーバーで変更した場合もクライアントで変更した場合も 
 次の 1 分で新しい設定を読み込み表示更新されます。 
 システム時間がずれていたりした場合などでは正しく 
 表示出来ない場合もありますのでご注意下さい。 
 クライアントではスケジュール状態を表示するだけで 
 実際に ON・OFF は実施しません。 
 また、手動での制御も出来ません。 
 したがってクライアントモードは非常駐タスクとなり、 
 初に起動する際にネットワークの状態によっては 
 多少表示までに時間がかかることがあります。 

 
8.5 クライアントでの DB 指定注意点 

指定する Sch.mdb ファイルは必ず[SC_DataBase]フォルダ下にある 
必要があります。 
また、SC_DataBase フォルダの一つ前に Sch.ini が存在する 
必要があります。 
データベース指定はネットワークドライブを使用せず、 
必ず¥¥から選択して下さい。 

 
8.6 日替わり処理の注意点 

スケジュールソフトは日替わりのタイミングで本日と翌日の 
スケジュールをマスターから作成します。 
システム時間調整などで日替わり（0 時 0 分）がとばされたり 
した場合にはこの処理が動作出来ない場合があります。 
システム時間調整や PC の再起動などは日替わりのタイミングを 
避けて実施して下さい。 
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