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はじめに 

 

栽培管理システムは、FileMaker Pro8 Advanced で作成されたシステムです。ランタイム

版であるため、ファイルメーカーを新たに購入することなく使用することができます。 

 

当システムは、各種農作業情報の記録管理を行う為のデータベースです。 

もともとは、収穫や資材購入などによる経費の管理もできるシステムでしたが、現在管理

できることは、栽培管理（履歴）、農薬、肥料、日誌の 4 つです。 

似たようなシステムが既に開発されているため新規性は乏しいですが、農薬管理について

は、農林水産消費安全技術センターのデータを利用して管理しており、栽培中の作物で利

用できる農薬の検索を迅速に行うことができます。 

業務の傍らシステムを開発していること、印刷することを前提にしてシステム開発をして

いないことなどから、他のシステムに比べると不親切かもしれません。しかしながら、直

観的にデータベースを作ることができるソフト・ファイルメーカーPRO で開発しているた

め、比較的簡単に改良ができます。改良して欲しい箇所などございましたら、メールにて

お知らせ頂ければと思います。 

 

■ご利用規約■ 

1. 個人・法人に関わらず利用者は無料で自由に使用・配布できます 

   営利目的の個人あるいは法人等が利益を得る目的で当システムを有料で配布・販売・使

用することを一切禁止致します。配布の際には、全てセットで配布して下さい。 

 

2. 著作権は全て高田圭太に帰属します 

 

3. このシステムのカスタマイズすることを一切禁止します 

 

4. あらゆる環境での動作保証をしません 

   当システムの利用に際し、いかなる損害も一切責任を負いません 

 

5. 本文書に明記されていないすべての権利は、著作者が保留するものとします 

 

6. この利用規定は予告なく改編・加筆を行うことがあります 

   利用者は上記条項すべて了承のうえ、当ソフトを利用するものとします。 



■開発環境■ 

Windows 7 Professional SP1 

FileMaker Pro8 Advanced Ver.3 

 

■インストール■ 

インストール用ファイル「 sk1306.zip 」を任意のフォルダに解凍してください。インスト

ール作業は以上で終了です。 

 

解凍すると、フォルダ内に様々なファイルがありますが、下の方に 

 ・管理日誌.USR（日誌データの格納）  

 ・栽培管理.USR（栽培データの格納） 

・農薬管理.USR（農薬データの格納） 

・肥料管理.USR（肥料データの格納） 

・スタートファイル.USR（各ファイルの起動用） 

・作目一覧表示.USR（各ファイルへの作目コピー用） 

・栽培管理システム（システム本体の起動） 

があります。上の 4 つが特に重要なファイルになるので、バックアップする際はこの 4 つ

を最低でも保存して下さい。「スタートファイル.USR」、「作目一覧表示.USR」については、

データを保存していないのでバックアップの必要はありません。 

 

■アンインストール■ 

インストール時に、任意フォルダ内に作成された「栽培管理システム」のフォルダと内部

のファイルを全て削除して下さい。 

 

 

■使用方法■ 

「栽培管理システム」のフォルダ内にある「栽培管理システム」をダブルクリックして起

動させて下さい。最初の起動には時間がかかります。 

 

 

■ソフトウェアの種別について■ 

本ソフトウェアはフリーソフトです。 

 

 

 

 



■サポート■ 

ご意見、ご要望、ご質問等あれば下記宛てにメールをお願い致します。 

 

作成： 高田圭太 （茨城大学農学部附属フィールドサイエンス教育研究センター） 

Mail： t-keita@mx.ibaraki.ac.jp 

URL ： http://farm1.agr.ibaraki.ac.jp/    

 

通常業務の傍らの対応となるため、迅速な対応はできませんこと御了承下さい。 

 

 



システム説明書について 

 

この説明書は、前から順に読みながら操作していくことで、栽培管理システムが問題なく

使用できるよう配慮して作りました。できるだけ最初から読み進めていくことをお勧めし

ます。 

システム自体が発展途上なこともあり、細かい点については説明不十分ですが、システム

の重要な操作についてはきちんと記述したつもりです。システムのバージョンアップとと

もに説明書も改訂していきますので、おかしい点がありましたらお知らせ下さい。 

 



ファイルメーカーの基本的な使い方 

 

このシステムの現バージョンでは、細かい処理を一切行っていません。そのため、ユーザ

ーがある程度ファイルメーカーを使えることが必要になってきます。このシステムを使う

に当たって必要と思われることについて記述します。 

 

エクセルやワードでは、ファイルに手を加えて変更しても保存さえしなければ変更前の状

態にすることができます。ファイルメーカーにおいては、データの変更が即座にデータベ

ース全体に反映されるため、基本的に元に戻すことはできません。ファイルの設定によっ

ては「保存」できるのでデータを元に戻せますが、このシステムにおいてはデータの変更

が即全体に反映させるようになっているため、元に戻すことはできません。つまり、デー

タ（レコード）を削除してしまうと、二度と復活させることができないということです。

削除の際には十分に注意して下さい。 

 

次は、ファイルメーカーのソフトが持つツールバーについてです。 

標準では、このような状態になっており、赤枠で囲んであるボタンは比較的良く使います。

左から、「新規レコード」、「レコード複製」、「レコード削除」となっています。システム内

にボタンが配置されていない場合は、このツールバーのボタンを使って下さい。 

 

説明書の中で、「ファイルメーカーの」という記述が出てきます。その場合は、ファイルメ

ーカーのソフト自体が持つメニューのことを指しています。 

上の赤枠部分から指示されたところをクリックし、操作をして下さい。頻繁に行う操作に

ついては、順次システムにボタンとして登録していくつもりです。 



 

次にファイルメーカーのモードについてです。以下はファイルメーカーのヘルプをコピー

したものです。 

 

 

システムを使っていく中で、データ入力ができなくなる場合があります。その場合はプレ

ビューモードになっている可能性があるので、上のヘルプを参考にブラウズモードに変更

して下さい。 

また、このシステムの現バージョンでは印刷することを考慮して作っていません。お手数

ですが、印刷したい場合はプレビューモードに切り替えて印刷して下さい。皆様からの意

見を参考にして、今後、印刷のレイアウトを作っていきたいと思います。 



スタートファイル 

 

栽培管理システムを起動させるとスタートファイルが開きます。 

 

ランタイム版においては、ファイルメーカーから自由にファイルを開いたり閉じたりでき

ないため、このスタートファイルから各ファイルの操作を行います。 

最初は、農薬情報の取り込みを行う必要があるため、農薬管理ファイルを開いて下さい。

農薬管理ファイルの「開く」ボタン（赤枠）を押します。 

 



農薬管理ファイル 

 

農薬情報の取り込み 

 

農薬管理ファイルを開き、農薬基本部情報のインポートを選びます。 

 

 

小さい円の黒い三角をク

リックすると、登録してあ

るレイアウトが選択でき

ます。 

 

農薬基本部情報のインポ

ートをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



すると、この画面が出てきます。 

農林水産消費安全技術センターの農薬登録情報を元に農薬管理を行うため、常に最新のデ

ータに更新するよう心がけて下さい。 

「0．現在登録済みの農薬登録情報を全て削除します」については、データを更新する場合

に必ず行って下さい。 

 

初めて使用する方は、１の作業を行います。農林水産消費安全技術センターの URL（青字）

をクリックするとブラウザが起動し、農林水産消費安全技術センターの WEB サイトが開き

ます。 

 

WEB サイトトップページ左下の農薬検査関係の農薬登録情報ダウンロードをクリックし、

利用規約、法的事項を読んだ上で同意をクリックし、次のページへ進みます。 

登録基本部、登録適用部一から四の計5つのファイルをPCの任意の場所へダウンロードし、

全て解凍しておきます。 



 

２の登録基本部情報の取り込みを行います。「登録基本部情報の取り込み」ボタンを押しま

す。 



 

このウィンドウが出てきます。 

 

 

「ワークシートを表示」を

選択 

 

 

 

 

登録基本部を選択 

 

 

 

 

続行ボタンを押します 



 

すると下のウィンドウが開きます。 

1． インポート元のフィールド、インポート先のフィールドの名前が合っているか確認（通

常は合っています） 

2． インポート方法は「新規レコードとして追加」を選択 

3． 「フィールド名が含まれる最初のレコードはインポートしない」をチェック 

 

１～３までの確認をしたら、「インポート」ボタンをクリックします。 

すると農薬基本部情報のインポートができます。 

 

インポートが終了したら、３の「次へ進む」ボタンを押して下さい。 



 

 

農薬適用部インポート画面に変わります。 

 

４の「登録適用部の取り込み」ボタンを押すと下の画面が出ます。 

 

先に解凍した登録適用部一のファイルを選択します。 

 



 

基本登録の際に出た画面と同じような画面が出ます。 

 

 

 

「ワークシートを表示」を

選択 

 

 

 

「登録適用部一」を選択 

 

 

 

 

続行ボタンを押します 



 

下の画面が出ます。 

 

1．インポート元のフィールド、インポート先のフィールドの名前が合っているか確認（通

常は合っています） 

2．インポート方法は「新規レコードとして追加」を選択 

3．「フィールド名が含まれる最初のレコードはインポートしない」をチェック 

 

１～３までの確認をしたら、「インポート」ボタンをクリックします。 

すると農薬適用部情報のインポートができます。 

 

農薬適用部についてはファイルが 4 つあるため、上記作業を計 4 回行って下さい。 



 

 

 

続いて使用農薬の登録を行います。「使用農薬の登録一覧」ボタンを押します。 



使用農薬の登録 

 

現在使用している農薬をシステムに登録します。あらかじめ、使用している農薬の登録番

号を調べておくと入力がスムーズに行えます。 

 

農薬管理ファイルを開き、「使用農薬の登録一覧」を選びます。 

 

 

小さい円の黒い三角をクリック

すると、登録してあるレイアウト

が選択できます。 

 

 

 

 

「使用農薬の登録一覧」をクリッ

クします。 

 

 



画面が切り替わったら、「新規レコード」ボタンを押します。 

すると新しいレコードが作成されます（赤枠）。 

 

 

登録番号に現在使用している農薬の登録番号を入力します。 

 

ここでは「19113」と入力しました。欄外をクリックすると 19113 で登録されているモスピ

ラン水溶剤が表示されます（赤枠内）。この枠内の情報は、農薬適用部の情報を表示してい

るため変更不可です。 

続けて、「毒性」、「単位」を入力します。 

「毒性」は、「毒物」、「劇物」、「普通物」から選びます。 

「単位」は、「ml」、「l」、｢g｣、「kg」を用意しています。これ以外にも使用できるので、使

用したい場合は入力して下さい。 

 

このままでは、システム全体でモスピランの情報が使えないため、使用中をクリックしチ

ェックを入れます（水色の枠）。 

このページの作業を繰り返し、現在使っている農薬を全て登録します。 

 

このレイアウトでは、「登録番号」、「農薬の種類」、「有効成分」、「用途」をクリックすると

その項目についてソートできます。 

 



受払簿 

 

ステータスエリアにある小さな三角を押し、「農薬受払簿」を選んで下さい。下の画面が表

示されます。 

 

 

「新規レコード」ボタンを押すと下のようにレコードが作成されるとともに「作目一覧表

示」ファイルが開きます。受払のフィールドには「受入」と表示されています。 

 

まず、作目一覧表示から薬剤散布した作目を選びます。ここで表示されるものは、栽培管

理ファイルにおいて栽培中の赤いチェックを入れたもののみとなります。栽培を終了した

ものについては、チェックをはずしておけば表示されません。 

 

チェックが入っているのに表示されない場合は、一度、作目一覧表示ファイルを閉じ、再

度新規レコードボタンを押します。もしくは、栽培管理ファイルにおいて、ファイルメー

カーがデータの入力中と判断し、データが反映されていないおそれがあるため、欄外をク

リックし、先の操作を行ってみて下さい。それでも表示されない場合は、栽培管理システ

ムを終了し、再度起動してみて下さい。 



作目一覧表示ファイルは、このようになっています。 

赤枠で囲んだ部分がボタンになっているので（スイカやタマネギなどもボタンになってい

ます）、トマトのテスト品種をクリックします。 

 

水色の枠はスクロールバーです。管理する作目が多い場合は、このバーを操作して下さい。 



すると、下のようにトマトの情報が農薬管理ファイルに入力されます。 

 

使用品目の欄に情報が入力されると、受入と表示されていたフィールドが「払出」と表示

されるようになります。 

その隣には、使用農薬の登録をした農薬が表示されます（水色）。ここでは「ﾀﾞｺﾆｰﾙ 1000」

を選んでみます。 

 

すると、上のように登録番号と農薬の名称などが入力されます。 

 

残りの項目について入力していきます。 

「薬量」は、使用した農薬の量です。その次の単位は、使用農薬の登録の際に入力した単

位が自動で表示されます。 

「在庫量」は、自動で計算されるので入力しません。 

「希釈倍数」、「散布量」は、農薬適用部の情報が表示されるので、それを参考に入力して

下さい。 

「適用病害虫」をクリックすると次頁のように表示されます。次頁をご覧下さい。 

「使用者名」は、農薬の使用者を入力します。 



適用病害虫の欄をクリックすると「適用病害虫入力」レイアウトになります。 

赤枠の適用病害虫がボタンとなっています。複数表示されますが、現在のバージョンでは

一つしか入力できません。入力したい場合は、適当なものをクリックして下さい。 

 

ここまで入力し、栽培管理ファイルの「薬散・肥料詳細」レイアウトに切り替えます。 

農薬管理で入力した情報が表示されます（赤枠）。 

 



 また、農薬の在庫管理として使うこともできます。 

 

「新規レコード」ボタンを押した後は、作目一覧表示ファイルが開きます。が、そのまま

農薬管理ファイルに戻り、農薬名、受払日、受払量を入力します。 

 

画像が小さいですが、作物名を入力しなければ、このように受入としてデータを扱います。 

農薬を購入した場合などには、このようにして在庫として登録しておきます。 

 

在庫量を計算させるためには、水色枠の「ソート後に在庫量計算」を押します。「農薬の名

称」、「受払年月日」の順にレコードを並び替えた後、在庫量の計算をします。 

 



栽培管理ファイル 

 

品目の登録 

 

栽培管理ファイルを開き、一覧表を選びます。 

 

小さい円の黒い

三角をクリック

すると、登録し

てあるレイアウ

トが選択できま

す。 

 

 

一覧表をクリッ

クします。 

 

 

すると、一覧表が表示されます。 

 

何も登録されていないので、「新規レコード」ボタンを押し、レコードを作成します。 



下のように新しいレコードが作成されます。 

 

しかし、この表示画面では赤枠で囲んだ栽培中のチェックボタン以外の変更ができません。 

そこで、青枠内をクリックし画面を切り替えるか、「詳細」ボタンを押し画面を切り替えま

す（前頁の小さい黒い三角を押し、「詳細」を選んでも構いません）。 



詳細を選ぶと、この画面になります 

 

各項目については、適当に入力して頂ければと思います。 

 

注意事項 

1． ID は変更不可能 

2． 作物名は農薬登録情報（農林水産消費安全技術センターのデータ）と密接に関わりがあ

るため、同じ名称にするのが望ましいです。直接データを確認して下さい。なお、カタ

カナはシステム内部において変換しているので問題なく使えます。 

玉葱× たまねぎ○ タマネギ○ 

小松菜× こまつな○ コマツナ○など 

3． 略称は、管理日誌を入力する際に記入しておいた方が良いものです。例えば、同じハウ

ス内で播種時期をずらしてコマツナを栽培する場合、ハウスの「右」、「中」、「左」と入

力しておくと区別がつきます。同時期に複数品種を作付けしている場合などにおいては、

品種名を短くしたものを入力しておくと良いです。 

4． 大グループ、中グループについては入力することを強くお勧めします（詳細は次頁） 

5． 面積の単位は「a（アール）」のみです。面積を入力しておくと、肥料管理ファイルと連

動し、肥料設計も簡単に行えるようになります。 



記入例です。 

 

あとで入力・変更もできますが、他のファイルの元になるデータなので、赤枠内について

は極力変更のないようにして下さい。 

 

 

入力後、「一覧表」に戻り、栽培中のチェック欄にチェックを入れます（赤枠をクリック）。 

 

 

すると、このように赤くチェックが入ります。 

 

チェックを入れることによって、管理日誌、農薬管理、肥料管理で入力したデータを利用

することができます。収穫・片づけの終わったものについては、チェックをはずすことに

より（チェックをクリック）、作目一覧表示から消えます（後述）。 

 

農道やハウス周りなどに除草剤散布をした場合、栽培管理ファイルにおいて品目として「農

道・ハウス周り」を登録しておかないと入力できません。栽培管理してるわけではありま

せんが、適当な名前で栽培管理ファイルに登録しておいた方が無難です。 



 

適用作物名のグループ化（大グループ、中グループ）について 

 

「詳細」画面（レイアウト）において、大グループ、中グループを入力すると、農薬管理

ファイルにインポートした農薬登録情報をもとに、使用できる農薬の検索が簡単にできる

ようになります。 

ただし、開発途上なシステムのため、農薬適用部リストにおける作物名で「○○類（○○）」、

「○○類（○○を除く）」などと記入されているものについては、正確に表示できません。

正確に表示できるものは、「○○」と作物名が表示されているものに限定されます（現状で

も大半は表示できます）。 

 

このグループ名については、農林水産消費安全技術センターの WEB サイト左側、「農薬検

査関係」の「適用作物名」から別表 1－1（PDF ファイル）がダウンロードできますので、

それを参考に入力して下さい。全作物のグループ名の入ったエクセルファイルなどがあれ

ばデータのインポートを行って利用できますが、残念ながら存在しないため、調べて入力

して下さい。 



テストとして下記のように入力しました。 

 

「薬散・肥料詳細」ボタンを押します。 

 

 

すると「薬散・肥料詳細」レイアウトに変わります。 

 

「使用可能農薬検索」ボタンを押します。 

 

このような画面になります（使用状況によって表示される内容は異なります）。 

 

適用病害虫として表示されている「ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ」をクリックすると、作物名「トマト」と

大グループ「野菜類」で登録されている適用病害虫のリストが表示されます。適当な適用

病害虫を選択すると、その病害虫に登録のある農薬リストが表示されます。 



マニュアル 

 

「詳細」レイアウトから「マニュアル」ボタンを押します。 

 

 

「マニュアル」レイアウトが表示されます。 

 

これは、同一作物には同じように表示されます。トマトを数品種栽培している場合でも同

じものが表示されます。基本的な栽培方法、施肥設計や支柱の立て方などを記入しておく

と良いかもしれません。 

この状態ではマニュアルの入力ができないため、赤枠の「マニュアル作成」ボタンを押し

ます。 

 

すると「マニュアル入力用」レイアウトに替わります。 

赤枠の「レコード作成」ボタンを押します。 



新しいレコードが作成され、作物名のところにトマトが表示されます（栽培管理ファイル

に入力してある作物名が表示されるようになっています）。マニュアルは一作物につき一つ

レコードが存在すれば十分なので、二つ以上作成しないようにして下さい（トマトのマニ

ュアルは一つだけ作成します）。 

ここでは、トマトのマニュアルを作成するので、トマトをクリックし入力します。 

マニュアルにも必要な事項を入力します。 

 

 

 

詳細レイアウトからマニュアルを再度表示させます。 

この「マニュアル」レイアウトでは、作物名の変更はできませんが、マニュアルの内容は

編集可能です。追記や削除などをする場合には、このレイアウト上から行うことをお勧め

します。 

 

 



管理日誌ファイル 

 

日誌の入力方法 

まず、管理日誌ファイルを開きます。下のレイアウトが表示されていない場合には、「日誌

入力画面」レイアウトに替えて下さい。 

 

 

 

「新規レコード」ボタンを押すと 

管理日誌ファイルに新しいレコードが作成されると同時に「作目一覧表示」ファイルが表

示されます。 

まず、作目一覧表示から管理を行った作目を選びます。ここで表示されるものは、栽培管

理ファイルにおいて栽培中の赤いチェックを入れたもののみとなります。栽培を終了した

もの（管理作業を行わないもの）については、チェックをはずしておけば表示されません。 

 

チェックが入っているのに表示されない場合は、一度、作目一覧表示ファイルを閉じ、再

度新規レコードボタンを押します。もしくは、栽培管理ファイルにおいて、ファイルメー

カーがデータの入力中と判断し、データが反映されていないおそれがあるため、欄外をク

リックし、先の操作を行ってみて下さい。それでも表示されない場合は、栽培管理システ

ムを終了し、再起動してみて下さい。 



作目一覧表示ファイルは、このようになっています。 

赤枠で囲んだ部分がボタンになっているので（スイカやタマネギなどもボタンになってい

ます）、トマトのテスト品種をクリックします。 

 

水色の枠はスクロールバーです。管理する作目が多い場合は、このバーを操作して下さい。 

 



すると、新しいレコードに品目として「トマト」、略称として「テスト」と入力されます。 

 

各項目の説明 

「日付」は、新規レコードを作成した日付が自動で入力されます。変更したい場合は、日

付のフィールド（ここでは、「13.06.24」と表示）をクリックするとカレンダーが表示され

るので、入力したい日付を選択して下さい。 

 

「曜日」は、日付と連動しているため変更不可です。 

 

「品目」は、データを蓄積していくと入力した品目を一覧表示させ、簡単に入力できます

が、「作目一覧表示」ファイルから品目を選ばないと詳細な栽培履歴が作成できません。通

常は、先に示した手順通り、「作目一覧表示」から品目を入力して下さい。 

 

「略称」は、栽培管理ファイルで入力されている情報が表示されるため、変更不可です。 

 

「作業名」は、実際に行った作業名を入力して下さい。これも「品目」と同様、データを

蓄積すると過去に入力した作業名が品目毎に表示されるようになります。最初は何も表示

されませんが、集計する時のことを考え、ある程度分類した作業名を入力することをお勧

めします。 

 

「作業時間」は、赤枠内「：」の左が「時」、右が「分」を表します。 

 

「人数」は、その作業を行った人数を入力します。通常は 1 人になっています。 

 

「合計（分）」は、「作業時間」×「人数」を計算したものを「分」で表示します。このフ

ィールドだけの変更は不可です。 

 

「備考」は、必要と思われる事柄を好きに入力して下さい。 



「備考」の次の項目の説明です。 

 

「機械名」は、その作業を行う際にトラクターや管理機など機械類を使用した時に入力し

て下さい。これもデータが蓄積していくと一覧表示されるようになります。 

 

「作業機名」は、ロータリーやマニュアスプレッダーなどの作業機を入力します。データ

を蓄積していくと、使用する機械名ごとに作業機名が表示されるようになります。 

 

「作業機使用時間」は、機械類を使用した時間を入力します。 

 

この頁の項目については、過去に集計する機能を付けていましたが、このバージョンにお

いてはボタンとしてつけていません。集計したい場合は、例えば、「今日まで一年間表示」

や「全部表示」のボタンを押した後、ファイルメーカーの「スクリプト」から「作業機集

計」を選ぶと集計が表示されます。集計の仕方や印刷方法を含めてご意見を頂ければ、機

能を追加するつもりです。 



テスト用にこのように入力してみました。 

 

次に、栽培管理ファイルの「トマト・テスト品種」の「詳細」レイアウトを表示させます。 

栽培管理ファイルと管理日誌ファイルの間で、赤枠内の情報は独立しているため、それぞ

れ入力して下さい。管理日誌で播種の作業を入力しても、栽培管理ファイルにおいては何

も反映されません（逆も同じです）。 

 

水色の「作業時間表示ボタン」を押します。 



すると、管理日誌ファイルが開き、作業時間を集計したものが表示されます。 

 

印刷したい場合は、この状態でファイルメーカーの「ファイル」から「印刷」を選び印刷

して下さい。集計の仕方・印刷については、ご意見頂ければ修正したいと考えています。 

 

この画面では、スクリプトと呼ばれるファイルメーカーのプログラムが動いている状態な

ので、スクリプトを続行させます。赤枠の続行ボタンを押すと栽培管理ファイルに戻りま

す。 



また、2 頁前の緑枠の「管理日誌確認」ボタンを押すと下のように表示されます。 

管理日誌ファイルにおいて、トマト・テスト品種に関わる作業を入力したレコード全てが

表示されます。過去にどんな作業を行ったのか確認できます。元に戻るには赤枠をクリッ

クします。たくさんのレコードが表示されている場合には、水色のスクロールバーを動か

してご覧ください。 



検索について 

 

検索は「簡易検索」と「詳細検索」の 2 種類があります。 

 

「簡易検索」ボタンを押します。 

このような画面が表示されます。管理日誌ファイルに入力されている品目を全て表示しま

す（画面は作者の日誌管理ファイル）。数が多く表示しきれない場合には、赤枠のスクロー

ルバーを動かして表示させることができます。 

入力してある品目がこの画面に表示されない場合は、緑の「再読み込み」ボタンを押して

下さい（スクリプトで重複チェックをする必要があるため）。 

一つ一つの品目がボタンになっているので、検索したい品目を押すと検索できます。 

年度で絞り込みたい場合には、検索年度に入力してからボタンを押して下さい（画面の状

態でボタンを押すと、2013 年度のある品目が検索できます）。 



次に詳細検索です。前頁の「詳細検索」ボタンを押します。 

 

検索モードになっていないと検索できないため、ステータスエリアのアイコンが虫眼鏡に

なっていることを確認して下さい（ボタンを押してから、この画面を表示させている場合

は確認の必要はありません）。 

 

検索したい項目に入力し、赤枠の検索ボタンを押すと検索できます。 

 



肥料管理ファイル 

 

肥料の登録 

 

肥料管理ファイルを開き、使用肥料一覧を選びます。 

選び方は、前に出ていますので割愛します。 

 

 

 

使用肥料一覧を選び、新規レコードボタンを押します。 

 

 

肥料名（赤色）には、肥料の名称を入力します。 

肥料成分（水色）には、肥料の N（窒素）、P（リン酸）、K（カリウム）の成分％をそれぞ

れ数字で入力します。 

緑の枠には、肥料一袋当たりの重量もしくは容量を数字で「量」に、その単位を文字で「単

位」（kg や L など）に入力します。 

 

使用している肥料について全て登録します。 

 



受払簿 

 

「使用肥料一覧」レイアウトに「受払簿」ボタンがあるので、「受払簿」ボタンを押して下

さい（もしくはステータスエリアにある小さな三角を押し、「受払簿」を選んでも結構です）。 

 

 

 

「新規レコード」ボタンを押すと下のようにレコードが作成されるとともに「作目一覧表

示」ファイルが開きます。受払のフィールドには「受入」と表示されています。 

 

まず、作目一覧表示から施肥した作目を選びます。ここで表示されるものは、栽培管理フ

ァイルにおいて栽培中の赤いチェックを入れたもののみとなります。栽培を終了したもの

については、チェックをはずしておけば表示されません。 

 

チェックが入っているのに表示されない場合は、一度、作目一覧表示ファイルを閉じ、再

度新規レコードボタンを押します。もしくは、栽培管理ファイルにおいて、ファイルメー

カーがデータの入力中と判断し、データが反映されていないおそれがあるため、欄外をク

リックし、先の操作を行ってみて下さい。それでも表示されない場合は、栽培管理システ

ムを終了し、再度起動してみて下さい。 



作目一覧表示ファイルは、このようになっています。 

赤枠で囲んだ部分がボタンになっているので（スイカやタマネギなどもボタンになってい

ます）、トマトのテスト品種をクリックします。 

 

水色の枠はスクロールバーです。管理する作目が多い場合は、このバーを操作して下さい。 



すると、下のようにトマトの情報が肥料管理ファイルに入力されます。 

使用品目の欄に情報が入力されると、受入と表示されていたフィールドが「払出」と表示

されるようになります。 

 

 

 

肥料名の欄をクリックすると、登録しておいた肥料が表示されるので選択します。残りの

受払日、受払量を入力します。在庫量については自動で計算されるので入力はしません。 

 

 

ここまで入力し、栽培管理ファイルの「薬散・肥料詳細」レイアウトに切り替えます。 

肥料管理で入力した情報とともに、栽培管理で入力してある面積をもとに 10a 当たりの施

肥量が表示されます。他の肥料も使用していれば、合計の施肥量も表示されます。 



また、面積と使う肥料の情報が既に各ファイルに入力されているため、この画面を利用し

て施肥設計もできます。 

使用量の部分をクリックし、使用量を変更させます。 

 

12kg に変更してみます。 

 

当然 10a 当たりの成分量も変わります。肥料の計算が面倒な場合は、この方法で簡単に計

算できます。 

栽培管理ファイル上で 12kg に変更しましたが、実際には肥料管理ファイルの情報が変更さ

れています。 

 



肥料の在庫管理として使用することもできます。 

「新規レコード」ボタンを押した後は、作目一覧表示ファイルが開きます。が、そのまま

肥料管理ファイルに戻り、肥料名、受払日、受払量を入力します。 

肥料が購入した場合などには、このようにして在庫として登録しておきます。 

 

 

在庫量を表示させるには赤枠の在庫量をクリックします。 

すると、在庫量を表示させることができます。 

 

赤枠の在庫量は在庫量を計算するボタンとして登録されていますが、同様に水色の受払日

もボタンとして登録されており、受払日の昇順で並び変えができるようになっています。 

 



データのインポート 

 

各ファイルの説明書を作成後、各ファイルにはエクセルなどからファイルを取り込めるよ

うに「データのインポート」ボタンをつけました。時間的に画像を差し替えることも難し

くなってきたため、ここで説明させて頂きます。 

 

基本的にはボタンを押し、データ（レコード）を取り込む順番（インポート元、インポー

ト先）をチェックして取り込むだけになります。農薬管理ファイルの農薬情報の取り込み

にインポートさせる方法が書いてあるので参照して下さい。 

 

各ファイルのインポート先とデータの種類です。インポートして意味があるフィールドだ

けを抜粋しました。ここに挙げてある以外のフィールドについては、栽培管理システムで

処理する際に必要なものであるため、インポート先と選んでも意味がありません（下手に

インポートすると動きがおかしくなる恐れがあります）。 

 

数字：数字のみ テキスト：任意の文字 日付：「西暦.月.日」もしくは「西暦/月/日」 

 

＜栽培管理ファイル＞ 一覧表レイアウト 

年度 数字  

作物名 テキスト 

圃場 テキスト 

品種 テキスト  

略称 テキスト 

面積 数字  

畝幅 数字 

株間 数字 

条間 数字 

畝数 数字 

播種日 日付 

播種量 数字  

鉢上げ日 日付 

鉢上げ本数 数字  

定植日 日付 

定植本数 数字  

収穫開始日 日付 

収穫終了日 日付 



備考 テキスト 

施設の種類 テキスト 

条数 数字 

大グループ テキスト  

中グループ テキスト 

 

＜管理日誌ファイル＞ 日誌入力画面レイアウト 

日付 日付  

品目 テキスト  

作業名 テキスト  

備考 テキスト  

人数 数字  

作業時間・hour 数字 

作業時間・min 数字 

作業機 テキスト  

作業機時間 数字  

機械名 テキスト 

 

＜肥料管理ファイル＞ 受払簿レイアウト 

肥料名 テキスト  

受払日 日付  

受払量 数字  

使用圃場名 テキスト 

使用品目 テキスト 

単位 テキスト 

 

＜農薬管理ファイル＞ 農薬受払簿レイアウト 

使用者名 テキスト  

使用農薬 テキスト  

受払年月日 日付  

在庫量 数字  

中グループ テキスト 

大グループ テキスト  

対象作物名 テキスト  

希釈倍数 テキスト  

散布場所 テキスト  



散布量 数字  

登録番号 数字  

薬量 数字  

農薬の名称 テキスト  

適用病害虫 テキスト  


