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はじめに 

作業計画管理ガイド（本書）の利用手順 

本書は，本システムのインストール，圃場地図作成，管理ファイル作成，およびマス

タデータ入力が終わって，本システムの主たる目的である圃場や作付け・栽培管理作業

についての様々な情報管理を行う際に必要となるデータ入力や地図表示，レポート作成

の手順や操作法を説明しています。 

最初に「作業計画管理の基本」の章において，本システムの中核であり本書が対象と

している「作業計画管理」（プログラム名：Manager.exe）の概要・全体像・操作の流れ

を説明しています。その後，個別のメニューや機能について詳細に操作方法・手順を説

明しています。 

また，利用目的別の目次を利用することで，利用目的別に特定の機能・処理について

の操作方法・手順の説明ページにも辿り着けるようになっています。 

さらに，タイトル毎に，【概略】，【操作】，【解説】などの内容別項目に分けて説明して

いるので，各機能の説明の中で必要な内容・項目だけをチェックすることもできます。 

本システムの習熟程度に合わせて，本書を活用してください。 

その他のユーザガイドについて 

本システムでは，本書の他に以下のユーザガイド（取説）が用意されています。目的

に応じてそれぞれのガイドを活用してください。 

 

 インストールガイド--------- 本システムの動作に必要なシステム構成や導入（セットア

ップ）手順，最初の起動，システム全体の操作手順概略，

アンインストール方法などが説明されています。本システ

ムを使用する場合，最初に利用します。 

 圃場地図作成ガイド--------- 本システムで使用する圃場地図（デジタルデータ）の元と

なるデータの入手手順，圃場地図の作成方法などが説明さ

れています。本書に引き続いて目を通し，圃場地図を作成

するために利用します。 

 初期設定ガイド -------------- 作業計画・管理の対象となる管理ファイルを登録・管理し，

マスタデータと呼ばれる基本共通情報を登録・管理する手

順が説明されています。圃場地図作成ガイドの次に目を通

して，管理ファイルやマスタデータを作成・入力するため

に利用します。 

 作業計画計算ガイド--------- 水稲の春作業（代かき・田植え）および秋作業（収穫）を

対象とした当初計画・実行計画を作成する手順が説明され

ています。農繁期前にこれらの期間を通じた作業計画を作

成する際に利用します。 

 在庫管理ガイド -------------- 生産資材（肥料・農薬・種子・種苗・燃料・その他）の入

出庫を含む在庫管理操作手順が説明されています。在庫管

理の対象となる生産資材は初期設定で登録され，栽培作業

進捗に伴い出庫されるので，初期設定ガイド，作業計画管
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理ガイドと併せて利用します。 

 周辺ツールガイド ----------- これまでのガイドに含まれていないその他の各種ツール

プログラム（書類作成，圃場 DB アップデータ／バックア

ップ・リストア，クエリビルダ，農薬 DB 管理ツールなど）

についての操作手順が説明されています。 

 圃場 DB クエリガイド ------ 本システムのデータが保存されている圃場DBデータベー

スから，必要なデータを抽出するためのクエリ文を定義し，

データを抽出し，エクセルファイルに出力するツールであ

るクエリビルダの操作手順が説明されています。 

 

本書利用上の注意点 

本書において本システムの操作説明等に使用しているシステム画面（画像）は，本シ

ステム開発時点のものであり，実際の画面と異なっている場合があります。その場合は，

実際の画面表示に従って，本書での説明を適宜読み替えて使用してください。 

最新の情報，システムや本書の更新版については，以下の本システムサポートサイト

で随時情報を公開していますので，時々チェックしてください。 

 

作業計画・管理支援システムサポートサイト 

URL:  http://www.aginfo.jp/PMS/ 
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作業計画管理の基本 

作業計画管理とは？【概略】 

作業計画管理は本システムの中核となる機能で，圃場地図と各種台帳を組み合わせて

圃場（農地）や作付，栽培作業管理に必要な諸々の情報管理を行います。最も日常的に

使用する機能（プログラム）です。 

多くの機能が用意されていますが，そのすべてを使い切らなければ管理ができない訳

ではありません。最初は最低限必要な機能を覚えて使い始め，その後必要に応じて他の

機能も覚えていけば十分です。 

通常，土地台帳を用いた圃場管理は基本（必須）なので必ず最初に実施しなければな

りません。最初に覚える必要があります。続いて，作付台帳による作付（土地利用）管

理，栽培作業台帳による作業管理と進んでいきます。 

必要な操作の流れとしては，それぞれの台帳に対してデータを入力・編集し，入力さ

れたデータを圃場地図上に表示しながら，作業計画を作成・変更・確認し，作業進捗状

況を入力・確認します。また，それに先だって年間の作付計画を作成したり，ある作業

期間の当初計画（作業予定）一覧を作成したり，天候や生育を見ながら日々の作業計画

を修正して当日の作業指示書を作成・印刷したり，作業結果（作業報告）を受けて作業

実績を入力し翌日以降の作業計画を変更したり，収穫物の品質検査結果や収量を入力し

て次年度の作付や肥培管理計画を作成したりなど，様々な利用法があります。 

目的別の大まかな操作手順【概略】 

このように，本システムでは農地～作付～栽培作業管理がよく使用されます。 

その他，水管理，土壌管理，生育管理，品質管理，出荷管理などの機能も用意されて

いるので必要に応じて使用していきます。 

本書では最も基本となる圃場～作付～栽培作業管理を手始めに，台帳ごとに提供され

ている管理機能について説明しています。 

個々の具体的な操作については，それぞれ参照すべきページを記載していますので，

そちらを参照しながら実際の操作（データ管理）を行ってください。 

農地管理（圃場ごとの農地や土地に関する情報管理）をしたい 

「農地（土地台帳）管理」は本システムを利用する上での基本となります。 

圃場図で管理される一筆ごとの農地（土地，地図上の区画）に付随する情報，たとえ

ば，その農地の所有者，耕作者はだれか？，面積（耕地面積，水張面積），地積（登記上

の面積）は何平米か？，集落営農・法人経営等での利用権設定がどうなっているか？，

年間借地（小作）料はいくらか？，水利（用排水）条件はどうなっているか？などの情

報を管理することができます。 

このような「農地管理」を行うには，作業計画管理プログラムの「土地台帳」管理機

能（p.31）を主に使用します。また，それに先だって，初期設定プログラムの基本情報

入力として，「農家情報の登録」や「土地台帳入力項目の登録」を行う必要があります（初

期設定ガイド参照）。 

農地管理操作の概略手順は以下のようになります。 
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１．農地管理を行うためのベースとなる「管理ファイル」を登録し，「農家情報」，「土

地台帳入力項目」などを入力します（→初期設定ガイド）。 

２．土地台帳入力画面（図 39）を開き，一筆毎にその土地（圃場）に関するデータを

入力します（p.31）。 

３．入力したデータを圃場図画面上に管理項目毎に塗り分け表示し（p.38），農地の管

理状況を確認します。必要に応じて画面を印刷します。 

４．入力したデータを一覧表形式で表示し（p.40），農地の管理状況を確認します。ま

た，CSV 形式のファイルに出力し，マイクロソフトエクセルなどの表計算ソフト

に読み込んで活用することができます。 

５．手順２のデータ入力では，一筆ごとの入力だけでなく，複数の圃場に対して同一

のデータを一括入力することもできます（p.34）。また，一覧表形式で一括して編

集することもできます。 

 

作付管理（圃場毎の栽培作物・品種，土地利用の管理）をしたい 

「作付管理」は，「農地管理」に次いで利用頻度が高いと考えられます。 

圃場図に登録され，「農地管理」機能により土地台帳にそのプロフィール（属性情報）

が記録されている圃場に対して，作付けされる作物情報を登録管理できます。また，栽

培した結果としての作物の品質（等級）や収量情報なども圃場毎に管理し，次期作の参

考にできます。 

このような作付計画の作成から栽培結果としての収量・品質管理までの「作付管理」

を行うには，作業計画管理プログラムの「作付台帳」管理機能（p.43）を主に使用しま

す。もちろん，作付管理を行う前に，先に説明した「農地管理」（p.3）を行っておく必

要があります。また，初期設定プログラムによる基本情報入力として「作物情報の登録」

なども行っておきます（初期設定ガイド参照）。 

作付管理操作の概略手順は以下のようになります。 

 

１．作付管理を行おうとする「管理ファイル（圃場データ）」を必要に応じて作成し，

「農地管理」操作を行い（p.3），作付管理に必要な最低限の圃場情報を入力して

おきます。 

２．同じ管理ファイルに対して栽培対象となる「作物情報（作物マスタ）」を入力しま

す。 

３．作付台帳入力画面（図 59）を開き，一筆毎に作付ける作物・品種，収穫・出荷後

には収量・品質などを入力します。圃場一筆当たりに登録できる作付件数には制

限はありません（p.43）。 

４．入力した作付データを圃場図画面上に管理項目毎に塗り分け表示し（p.47），作付

状況や栽培結果（収量・品質）を確認します。必要に応じて画面を印刷して使用

することもできます。 

５．入力した作付データを一覧表形式で表示し（p.53），農地の作付状況を確認します。

また，CSV 形式のファイルに出力し，マイクロソフトエクセルなどの表計算ソフ

トに読み込んで活用することができます。 

６．データ入力では，一筆毎の入力だけでなく，複数の圃場に対して一括入力するこ

ともできます（p.46）。また，一覧表形式で一括して編集することもできます（p.53）。 

 



－5－ 

栽培作業管理（圃場毎の栽培作業の進捗・工程管理）をしたい 

「栽培作業管理」は，「農地管理」，「作付管理」に続いて使用頻度の高い管理作業です。

年間（一作）を通じた大まかな作業計画から，日々の作業計画・実績（作業結果），その

蓄積としての作業履歴までを管理することができます。 

また，受託作業については，通常の栽培作業とは別に管理できるようになっています。

もちろん，受託作業は必ず別に管理しなければならないという意味ではありません。受

託作業についても，通常の作業といっしょに「栽培作業管理」の中で同様に扱うことも

できます（本システム利用者の管理方針次第です）。 

本システムを用いて「栽培作業管理」情報や「受託作業」情報を管理するためには，

作業計画管理プログラムの「栽培作業台帳」管理機能（p.62）や「受託台帳」管理機能

（p.92）を主に使用します。そのためには，それに先だって，「農地管理」（p.3）と「作

付管理」（p.4）を行っている必要があります。これは栽培を行う圃場や作付けられてい

る作物によって栽培作業が異なってくるためです。また，「初期設定」において，「作業

内容情報」と「受託作業情報」，使用する機材や資材の情報なども予め入力しておく必要

もあります（初期設定ガイド参照）。 

栽培作業管理操作の概略手順は以下のようになります。 

 

１．栽培作業管理や受託作業管理を行おうとする「管理ファイル（圃場データ）」を作

成していない場合はこれを作成し，その後対象となる圃場について「農地管理」

操作（p.3），「作付管理」操作（p.4）を行って，必要な圃場情報，作付情報を入力

しておきます。 

２．同じ管理ファイルに対して，初期設定プログラムにより「栽培作業情報」や「受

託作業情報」を入力しておきます。使用する機材や資材（肥料・農薬・種苗，そ

の他資材）も管理する場合は，「機材・道具情報」や「肥料・農薬情報」なども入

力しておきます（→初期設定ガイド）。 

３．栽培作業台帳入力画面（図 99）を開き，作業名・作業日・作業者・作業時間・使

用機材資材などを入力します（p.71）。 

４．水稲の代かき・田植え・収穫作業については「作業計画計算」（→作業計画計算ガ

イド）を実行し，作業期間中の圃場間移動距離を最小にする作業計画案を作成し，

それに基づいた作業計画・管理を行うこともできます（このためには，「作業計画

計算」で作成した計画案を「作業計画管理」の「作業計画」画面（図 225）を経

由して栽培台帳に取り込みます（p.151））。 

５．受託作業の場合も同様に，受託作業台帳入力画面（図 138）を開き，作業名・作

業日・作業者・作業量や作業時間，使用資材などを入力します（p.95）。 

６．栽培台帳や受託台帳に入力した作業データ（作業実績）を圃場図画面上に塗り分

け表示して作業進捗状況を確認します（p. 82，103）。また，作業計画画面を表示

して作業予定を調整します（p.151）。 

７．確定した作業予定は当日の作業予定一覧表や圃場毎の作業指示・報告書として印

刷し，作業結果報告を受けて日報や実績表としてまとめて進捗・工程管理を行い

ます。 

８．完了した作業は作業実績として保管します。また，一覧表示して実績を確認した

り（p.88），CSV 形式にファイル出力し，マイクロソフトエクセルなどの表計算ソ

フトで加工・活用したり，生産履歴証明に使用したりします。 
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その他の利用目的 

本システムが用意している機能のその他の利用目的としては， 

 

 土壌診断に基づく圃場ごとの土壌成分管理と水田用施肥計算 

 作物ごとの品質管理項目に基づく圃場ごとの生産物品質管理 

 ユーザ定義による任意データ項目の圃場別・日別記録管理 

 水利慣行に基づく配水計画登録と作業計画への利用 

 作付計画による種苗・肥料・農薬必要量積算 

 収穫以降のロット管理による生産（乾燥・調製）出荷工程管理 

 作業実績登録と連動した生産資材在庫数管理 

 入力したデータに基づく各種書類作成支援 

 ユーザ定義による任意データの抽出・書類作成支援（エクセル援用） 

 携帯情報端末を利用した作業現場での作業実績記録管理 

 

などがあります。 

台帳構成と操作概要【概略】 

本システムでは，①土地台帳，②作付台帳，③栽培作業台帳，④受託作業台帳，⑤土

壌台帳，⑥水利台帳，⑦生育台帳，⑧品質台帳，⑨生産出荷台帳などを操作しながら，

農地管理や作付（土地利用）計画，栽培・作業・労務の計画立案と進行・実績管理，収

穫物の品質・出荷管理などの情報管理作業を行っていきます。 

これらの台帳に入力されたデータは，圃場一筆ごと（収穫後はロットごと）に管理さ

れ，画面表示された圃場地図上や帳票上に各データを重ね表示して一目で確認できるよ

うになっています。 

このように，作付・作業計画やそれらの実績登録＝入力～表示・確認を日々繰り返し

ながら目的とする生産工程を管理し，同時にそれらを記録として残します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下では，本システムを使用する大まかな目的別（台帳別）に操作方法が説明されています。 

ただし，最初に説明する土地台帳を使用した圃場一筆毎の圃場（農地）管理と，作付台帳を使用し

た作付管理は，それ以降の作業計画作成や栽培作業管理，受託作業管理，品質管理などの基本となる

ので，必ず最初に実行する必要があります。  
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作業計画管理の起動と基本操作 

作業計画管理を起動する【操作】 

作業計画管理（プログラム名：Manager.exe）を起動するには， 

 

 

１．本システムのトップメニュー画面（インストールガイド参照）で「メインシート」

の「作業計画管理」ボタンをクリックします。 

（以下の「管理ファイル選択」画面が表示されます） 

 

 

図 1 管理ファイル選択画面 

 

２．登録されている管理ファイルの中から，これからデータ操作を行う管理ファイル

をクリックして選択し「OK」ボタンを左クリックします。 

（目的の管理ファイルをダブルクリックしても同じ結果となります） 

 

以上の操作により，選択された管理ファイルが読み込まれ，土地台帳に圃場データが

登録済みであれば，作業計画管理画面（図 2）が表示されます。これが本システムの中心

となる管理画面です（以下「メイン画面」と呼びます）。 

土地台帳に有効なデータが一件も登録されていない場合（新規登録された管理ファイ

ルを初めて読み込んだ場合）は，次の「新規管理ファイル読み込み時に土地台帳を初期

化する」を実行します。 

新規管理ファイル読み込み時に土地台帳を初期化する 

図 1 で選択した管理ファイルが新規作成直後で，台帳管理の基本となる土地台帳に有

効なデータが一件も登録されていない場合には，圃場図シェイプファイルの属性情報を

土地台帳にインポートするか否か確認を求められます（図 3）。 

土地台帳は，すべての台帳管理の基本となるので，ここでは特別な理由がない限り土

地台帳を初期化（最低限必要なデータを圃場図シェイプ属性からインポート）します。 
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図 2 作業計画管理の起動（メイン）画面 

 

 

図 3 「土地台帳初期化」確認画面 

 

そのため，図 3 の土地台帳初期化確認画面では「はい」をクリックします。 

初期化が正常に終了すると，以下のように確認画面が表示されるので「OK」をクリッ

クします。 

 

 

図 4 「土地台帳初期化終了」確認画面 

 

以上で，新規管理ファイルを初めて読み込んだ際の操作は終了です。この後は，メイ

ン画面（図 2）が表示され，以降の管理が可能な状態になります。 
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作業計画管理画面（メイン画面）【概略】 

作業計画管理プログラムが起動し，メイン画面（図 2）が表示されると，画面上部には

操作メニュー（メインメニュー：「ファイル(F)」「編集(E)」「レイヤ表示(L)」「台帳入力

(I)」「台帳表示(D)」……）と，ツールバー内の操作ボタン（ツールボタン：「開く」「保

存」「印刷」……「管理（選択）「複数選択」……「移動」「範囲」……「全域」など）が

表示されます。 

画面中央部クライアントエリア（圃場地図表示エリア）内には，選択した管理ファイ

ルに登録されている背景図および圃場図が表示されます。 

画面下部にはステータスバーが表示され，現在の作業状況やマウスカーソル地点の圃

場座標，計測モードでの測定結果，各台帳の更新状況などが表示されます。 

 

このメイン画面が以降説明するすべての操作（管理作業）の起点となります。 

 

この画面から，メインメニューやツールボタンを操作し，またマウスで圃場をクリッ

クしながら，各種のデータ操作・管理作業を行います。 

主な操作は，①台帳（土地台帳，作付台帳，栽培作業台帳，受託作業台帳，土壌台帳，

品質台帳，他）を対象としたデータ入力・編集（メインメニューの「台帳入力(I)」，「デ

ータ管理(M)」を使用），②入力されたデータの表示（「台帳表示(D)」，「データ管理(M)」），

③作付計画や作業計画の作成（「計画・実績(P)」）です。 

以下，順に操作を説明していきますが，すべての操作をしなければ（覚えなければ）

ならないわけではありません。目的に応じて，必要な処理・操作だけをすれば（覚えれ

ば）十分です。たとえば，圃場（農地）の情報を管理するだけ（土地台帳）で作業管理

は行わなくてもよいし，圃場（土地台帳）と土地利用（作付台帳）だけを管理するため

に本システムを用いてもかまいません。 

しかし，作付（作付台帳）を管理したい場合には圃場（土地台帳）を管理している必

要があります。栽培作業管理をしたい場合には，圃場（土地台帳）と作付（作付台帳）

を管理している必要があります。 

このように，土地台帳はすべての基本となる台帳なので，最初に土地台帳の管理方法

を習得する必要があります（p.31）。 

画面表示調整【操作】 

作業計画管理プログラムが起動した直後にメイン画面内に表示される圃場地図画面は，

必ずしも，以後の操作に適した状態で表示されるとは限りません（圃場地図全域が初期

表示されます）。そこで，圃場地図を操作しやすいように，表示位置を移動したり，表示

範囲・サイズを拡大・縮小したりして，表示状態を調整します。 

圃場地図表示の調整には，メイン画面上部ツールバー内の「移動」（ ）ボタン～「全

域」（ ）ボタンとマウスを使用します（図 5）。 

 

  

図 5 表示調整に使用するツールボタン 

 



－10－ 

地図画面の移動（パン） 

圃場地図の表示範囲を移動（パン）するには，最初に，「移動」（ ）ツールボタンを

クリックして選択された状態（反転表示）にします（図 6）。 

この状態でマウスカーソルを圃場地図上に移動し，マウス左ボタンを押したままマウ

スを移動します（この操作を「左ドラッグ」と言います）。 

この操作によりマウス移動に伴って，表示エリア内の地図も移動します。そのままド

ラッグ操作を続け，希望する位置になったら左ボタンを放します。 

また，圃場地図表示エリアの下側と右側にスクロールバーが表示されている場合は，

スクロールバーを操作しても地図画面を移動できます。このスクロールバーによる画面

移動は「移動」ツールボタンの状態に関係なく，メイン画面がアクティブな状態であれ

ばいつでも操作できます。 

 

 
図 6 移動ツールボタンの選択 

 

地図画面の拡大・縮小 

圃場地図の表示（表示範囲）を拡大・縮小するには，「範囲」（ ）「拡大」（ ）「縮

小」（ ）のいずれかのツールボタンを左クリックして選択された状態（反転表示）に

します。 

「範囲」ボタンを選択した場合は，図 7 のように拡大表示したい範囲を左ドラッグ（開

始点で左ボタンを押し込みそのままマウス移動し終了点で左ボタンを放します）で指定

します。すると，指定した範囲が圃場図表示エリアいっぱいになるように拡大表示され

ます。 

 

 

図 7 拡大範囲の指定 

（黒線なので分かりにくいですが，拡大範囲を指定している例です） 
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「拡大」「縮小」ボタンを選択した場合は，圃場地図上でマウスボタンを左クリックす

ると，その位置を中心として一定の倍率で拡大・縮小表示されます。また，右クリック

した場合は，拡大・縮小が逆の動作となります。 

指定縮尺での表示 

地図操作ツールバー内の「縮小」（ ）ボタンと「全域表示」（ ）ボタンの間にある

テキストボックス（「縮尺指定」）に縮尺数値を入力し Enter キーを入力すると，その縮

尺での表示となります。 

 

  

図 8 現在の表示縮尺表示例（左）と縮尺表示指定例（右） 

 

縮尺数値は，ステータスバー内に現在の表示縮尺値（1 ピクセル当たりのメートル数：

単位[m/px]）が表示されるので，それを参考にしながら指定します。 

地図画面表示のリセット（全域表示） 

メイン画面が最初に表示された時には圃場図の全域が表示されます。圃場図の表示を

拡大・移動を行った状態から，最初の全域表示状態に戻したい時には，「全域」（ ）ツ

ールボタンをクリックします。 

メインメニュー【概略】 

作業計画管理プログラムのほとんどの機能は，メインメニューより呼び出して使用し

ます。ここでは，メイン画面から呼び出し可能なメニュー（機能）について説明します。 

作業計画管理プログラムのメインメニューは以下のようになっています。 

 

 

図 9 作業計画管理のメインメニュー 

 

 ファイル(F) ------------------- 管理ファイル（圃場データ）の読込・保存や印刷などを行

います。 

 編集(E) ------------------------- 台帳データの一括全削除や圃場地図画面のクリップボー

ドへのコピーを行います。 

 レイヤ表示(L) ---------------- 圃場地図レイヤの表示・非表示を選択します。 

 台帳入力(I) -------------------- 台帳への入力（単筆／一括）を行います。 

 台帳表示(D) ------------------- 台帳データを圃場地図やグラフで表示します。 

 計画・実績(P) ---------------- 作付計画や作業計画・実績を作成・管理します。 

 データ管理(M) ---------------- 台帳のデータを一覧表形式で表示します。また CSV 形式

ファイルの入出力を行います。 

 ツール(T) ---------------------- データベースの直接操作やサブプログラム呼出，カスタマ

イズ，オプション設定などを行います。 

 ヘルプ(H) ---------------------- ヘルプやプログラムバージョンを表示します。 
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「ファイル」メニュー 

「ファイル」メニューは以下のようになっています（図 10）。 

 

 

図 10 作業計画管理の「ファイル」メニュー 

 

 管理ファイルを開く(O) ---- 管理ファイル（圃場データ）を開きます。 

 管理ファイルに保存(S) ----- 作業中のデータを管理ファイルに保存します。 

 参照ファイルを開く(R) ---- 管理ファイルを参照用で開きます。 

 FIX-pms 形式入力(I) ------- 現在使用できません（実装予定）。 

 FIX-pms 形式出力(E)------- 現在の管理ファイル内容を FIX-pms 形式（XML 文書）で

出力します。 

 地図を BMP で保存(B) ----- メイン画面に表示されている圃場地図をビットマップ形

式で保存します。 

 印刷設定(U) ------------------- プリンタや印刷レイアウトなどを設定します。 

 印刷 (P) ------------------------ メイン画面の圃場地図を印刷します。 

 印刷プレビュー(V) ---------- メイン画面の圃場地図を印刷プレビューします。 

 終了(X) ------------------------- 作業計画管理を終了しトップメニューに戻ります。 

 

「編集」メニュー 

「編集(E)」メニューは以下のようになっています（図 11）。 

 

 
図 11 「編集」メニュー 

 

 台帳データ一括削除--------- 各台帳データを削除して初期化します。 

 参照ファイルコピー--------- 参照読み込みしている管理ファイルから台帳ごとにデー

タをコピーします。 
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 地図画面コピー -------------- メイン画面に現在表示されている圃場地図画像をクリッ

プボードにビットマップ形式でコピーします。 

 背景シェイプ設定 ----------- 背景図として表示するシェイプファイルの表示状態（表示

有無，表示色）を設定します。 

 

「レイヤ表示」メニュー 

「レイヤ表示(L)」メニューは以下のようになっています（図 12）。 

 

 

図 12 「レイヤ表示」メニュー 

（標準的な地図構成の場合） 

 

 圃場シェイプ ----------------- 圃場図の表示／非表示を切り替えます。 

 背景イメージ ----------------- 背景図の表示／非表示を切り替えます。 

 

この他に，管理対象の管理ファイルの他に別の管理ファイルを参照読み込みしている

場合や，背景図としてシェイプ形式や CAD 形式のベクトル地図を表示している場合は，

それらもレイヤ毎に表示され，各レイヤ表示の有無を切り替えることができます。 

 

 

図 13 「レイヤ表示」メニュー 

（複数の背景図を指定している場合） 

 

「台帳入力」メニュー 

「台帳入力(I)」メニューは以下のようになっています（図 14）。 

 

 単筆入力 ----------------------- 単筆入力モードにします（ツールバーの「管理（選択）」

ボタンと同等）。 

 利用権一括設定 -------------- 農家マスタ設定に基づき利用権を一括設定します。 

 農家別土地利用入力--------- 土地・作付台帳を農家別に一括入力します。 

 農家別受託作業入力--------- 受託台帳を農家別に一括入力します。 
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 土地台帳一括入力 ----------- 圃場図上で選択した複数圃場に対し，土地台帳データを一

括入力します。 

 作付台帳一括入力 ----------- 圃場図上で選択した複数圃場に対し，作付台帳データを一

括入力します。 

 生育台帳一括入力 ----------- 圃場図上で選択した複数圃場に対し，生育台帳データを一

括入力します。 

 栽培台帳一括入力 ----------- 圃場図上で選択した複数圃場に対し，栽培作業台帳データ

を一括入力します。 

 受託台帳一括入力 ----------- 圃場図上で選択した複数圃場に対し，受託作業台帳データ

を一括入力します。 

 入力済み圃場チェック ------ 圃場コード入力済みの圃場を着色表示します（データ入力

確認に使用します）。 

 水利台帳入力 ----------------- 水利台帳に配水予定を追加します。 

 生産出荷台帳入力 ----------- 生産出荷台帳に収穫ロットデータを追加します。 

 種苗台帳入力 ----------------- 生産出荷台帳に種苗ロットデータを追加します。 

 

 

図 14 「台帳入力」メニュー 

 

「台帳表示」メニュー 

「台帳表示(D)」メニューには，土地台帳，作付台帳，栽培台帳，受託台帳，土壌台帳，

品質台帳の主要 6 台帳表示サブメニューに加え，水利・雑草・生産出荷台帳のデータ表

示，参照ファイルを組み合わせた複数年度でのデータ表示，GPS センサ等で収集した作

業軌跡（ポイントシェイプまたはラインシェイプファイル）表示サブメニューが登録さ

れています（図 15）。 

 

 土地台帳 ----------------------- 土地台帳表示サブメニューを表示します。 

 作付台帳 ----------------------- 作付台帳表示サブメニューを表示します。 

 栽培作業台帳 ----------------- 栽培作業台帳表示サブメニューを表示します。 

 受託作業台帳 ----------------- 受託作業台帳表示サブメニューを表示します。 

 土壌台帳 ----------------------- 土壌台帳表示サブメニューを表示します。 

 水域・排水状況 -------------- 水域・水系ごとの配水予定を地図表示します。 
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 雑草発生状況 ----------------- 雑草ごとの発生状況を地図表示します。 

 生産出荷台帳 ----------------- 生産出荷台帳表示サブメニューを表示します。 

 複数ファイル表示 ----------- 参照ファイルと組み合わせた複数管理ファイルでの台帳

表示サブメニューを表示します。 

 作業軌跡 --------------------- 作業軌跡データ（ポイントシェイプまたはラインシェイプ）

を圃場地図上に重ね表示します。 

 

 

図 15 「台帳表示」メニュー 

 

土地台帳表示サブメニュー 

「土地台帳」表示サブメニューは図 16 のようになっており，土地台帳（p.31）登録項

目毎に圃場図表示します（p.38）。 

 

 

図 16 「土地台帳」表示サブメニュー 
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作付台帳表示サブメニュー 

「作付台帳」表示サブメニューは図 17 のようになっており，作付台帳（p. 43）登録

項目毎に圃場図または一覧表・レポートを表示します（p. 47） 

 

 

図 17 「作付台帳」表示サブメニュー 

 

栽培作業台帳表示サブメニュー 

「栽培台帳」表示サブメニューは図 18 のようになっており，栽培台帳（p. 71）に登

録された作業実績や肥培管理状況・資材使用状況などを圃場図または一覧・レポート表

示します（p. 81）。 

 

 

図 18 「栽培台帳」表示サブメニュー 
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受託作業台帳表示サブメニュー 

「受託台帳」表示サブメニューは図 19 のようになっており，受託台帳（p.95）に登録

された作業進捗状況や機材・資材使用状況を圃場図または一覧・レポート表示します（p. 

102）。 

 

図 19 「受託台帳」表示サブメニュー 

 

土壌台帳表示サブメニュー 

「土壌台帳」表示サブメニューは図 20 のようになっており，土壌台帳（p.109）に登

録された圃場毎の土壌成分値状況を圃場図やグラフに表示します（p. 112）。 

 

 

図 20 「土壌台帳」表示サブメニュー 

 

品質台帳表示サブメニュー 

「品質台帳」表示サブメニューは図 21 のようになっており，品質台帳（p.115）に登

録された圃場毎の土壌成分値状況を圃場図やグラフに表示します（p. 117）。 
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図 21 「品質台帳」表示サブメニュー 

 

生産出荷台帳表示サブメニュー 

「生産出荷台帳」表示サブメニューは図 22 のようになっており，生産出荷台帳（p.125）

に登録された生産ロットごとの生産由来圃場や出荷状況を圃場図や一覧表に表示します

（p.136）。 

 

 

図 22 「生産出荷台帳」表示サブメニュー 

 

複数ファイル表示サブメニュー 

複数ファイル表示サブメニューはのようになっており，参照管理ファイルを含む複数

管理ファイルでの特別な台帳表示を行います。 

 

 

図 23 複数ファイル表示サブメニュー 

 

 作付け状況 -------------------- 複数管理ファイル（通常は複数年度）の作付け状況（変遷）

を一覧表示します。 

 収量 ----------------------------- 複数管理ファイル（通常は複数年度）の収量状況（変動）

をグラフ表示します。 

 

 

グレーアウトされているサブメニュー項目は現在機能が実装されていません（実装が

予定されている項目です）。 
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「計画・実績」メニュー 

「計画・実績(P)」メニューは以下のようになっています（図 24）。 

 

 

図 24 「計画・実績」メニュー 

 

 作付計画(B) ------------------- 圃場所有者に関係なく圃場図上で作付を設定します。 

 農家別作付変更(M) ---------- 圃場所有者別に圃場図上で作付を設定します。 

 旬別作業時間(T) ------------- 現在の作付設定に基づく旬別作業時間を集計します。 

 施肥計画(F) ------------------- 圃場図上で施肥設計を圃場ごとに設定します。 

 防除計画(C) ------------------- 圃場図上で防除設計を圃場ごとに設定します。 

 作業計画・実績(P)----------- 栽培作業台帳に登録されている当初・実行計画と作業実績

をスケジュール表形式で表示します。また，作業計画計算

プログラムで作成した作業計画の取り込みや，作業予定・

実績表，作業指示報告書の印刷も行います。 

 MFD 作業記録(D) ----------- 農業記録システム（MFD）とのデータ交換を行います。 

 FaWL 作業記録(W) --------- 作業記録システム（FaWL）とのデータ交換を行います。 

 

「データ管理」メニュー 

「データ管理(M)」メニュー（図 25）では，各台帳に登録されているデータを一覧表

（テーブルグリッド）形式で表示します。これらの一覧表ではデータの編集もできるよ

うになっています。 

 

 土地台帳(F) ------------------- 土地台帳一覧編集画面を表示します。 

 作付台帳(P) ------------------- 作付台帳一覧編集画面を表示します。 

 生育台帳(K) ------------------- 生育台帳一覧編集画面を表示します。 

 栽培台帳(M) ------------------- 栽培作業台帳一覧編集画面を表示します。 

 受託台帳(C) ------------------- 受託作業台帳一覧編集画面を表示します。 

 土壌台帳(S) -------------------- 土壌台帳一覧編集画面を表示します。 

 品質台帳(Q) ------------------- 品質台帳一覧編集画面を表示します。 

 雑草台帳(W) ------------------ 雑草台帳一覧編集画面を表示します。 

 水利台帳(G) ------------------- 水利台帳一覧編集画面を表示します。 

 生産出荷台帳(O) ------------- 生産出荷台帳一覧編集画面を表示します。 

 圃場図属性インポート(I) 
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圃場図の属性情報（”*.dbf”ファイル）を土地台帳に取り込

み同期します。 

 圃場図属性エクスポート(E) 

土地台帳の一部項目情報を圃場図属性に出力します。 

（ラベル表示項目を更新します） 

 削除圃場の同期(D) ---------- 圃場図と土地台帳を比較し，圃場図上で削除された圃場を

土地台帳に反映（同期）します。 

 

  

図 25 「データ管理」メニュー 

 

さらに，この一覧表形式に基づく CSV 形式ファイルを入出力できるので，マイクロソ

フトエクセルなどの表計算ソフトとデータ交換が可能です。これにより，たとえば，作

業計画管理で作成したデータを表計算ソフトや他の営農支援ソフト，経費計算ソフトで

使用したり，逆に他のソフトから取り込んで使用したりできます。 

この他，圃場図シェイプ属性（dbf ファイル）と土地台帳の間で圃場コードや地番，耕

地面積などデータ交換を行います。 

 

「ツール」メニュー 

「ツール(T)」メニューは以下のようになっており，システムが使用しているデータベ

ースの直接操作や，サブプログラムの呼び出し，プログラム動作のカスタマイズやオプ

ション設定を実行します（図 26）。 

 

 データベース操作(D) ------- 「圃場 DB」操作ツールを起動，オリジナル版とのデータ

変換を行います。 

 初期設定(C) ------------------- 初期設定プログラムを呼び出し実行します。その間本プロ

グラムは最小化されます。 

 作業計画計算(P) ------------- 作業計画計算プログラムを呼び出し実行します。 

 外部ツール実行(E) ---------- 登録された実行形式プログラムを呼び出し実行します。 

 カスタマイズ(C) ------------- プログラム動作のカスタマイズとして，ツールバー表示や

操作モードなどを設定します。 
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 オプション(O) ---------------- オプション設定画面を表示し，動作オプションを設定しま

す。 

 

 

図 26 「ツール」メニュー 

 

データベース操作サブメニュー 

データベース操作サブメニューは以下のようになっています。 

 

 

図 27 「データベース操作」サブメニュー 

 

 クエリビルダ(Q) ------------- 付属ツールの「クエリビルダ」を呼び出し実行します。 

 オリジナル版→.NET 版 --- (U) 

オリジナル版システムで使用していた「圃場 DB」を本シ

ステム用に変換します。 

 .NET 版→オリジナル版(D) 

本システムで使用している「圃場 DB」をオリジナル版シ

ステム用に変換します。 

 

カスタマイズサブメニュー 

カスタマイズサブメニューは以下のようになっています。 

 

 

図 28 「カスタマイズ」サブメニュー 
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 ツールバー(T) ---------------- ツールバーのテキスト表示有無を切り替えます。 

 バルーンヒント表示--------- バルーンヒント表示の有無を切り替えます。 

 入力・編集限定モード ------ 入力・編集可能な台帳データを限定し，ユーザインタフェ

イスを簡略化します。 

 外部ツール登録(R) ---------- 外部ツールとして呼び出す実行形式プログラムを登録し

ます。 

 

「ヘルプ」メニュー 

「ヘルプ」メニューは以下のようになっており，作業計画管理プログラムのヘルプフ

ァイル表示，プログラムバージョン情報表示などを行います。 

 

 ヘルプを開く(C) ------------- ヘルプファイルのトップページを開きます 

 ヘルプインデックスを開く(I) 

ヘルプファイルの索引ページを開きます。 

 サポートサイトを開く(B) 

既定のブラウザを起動し，本システムのサポート Web サ

イト（www.aginfo.jp/PMS/）を表示します。 

 バージョン情報(A) ---------- 本プログラムのバージョン情報・改版履歴などを表示しま

す。 

 

 

図 29 「ヘルプ」メニュー 

 

ステータスバー【概略】 

メイン画面の下部には以下のようなステータスバーが表示されます。表示される項目

は以下のとおりです。 

 

 

図 30 ステータスバー 

 

 状況表示（Ready） --------- 操作状況に応じてその時の状況が表示されます。また，管

理ファイルの読み込み・保存時には進捗状況表示（プログ

レスバー）が表示されます。 

 平面直角座標系表示--------- 表示されている圃場地図の平面直角座標系が表示されま

す。 

 圃場座標表示 ----------------- 表示されている圃場地図上のマウスカーソル位置の地理
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座標（X,Y）が表示されます。 

 表示縮尺表示 ----------------- 表示されている縮尺（1 ピクセル当たりのメートル数）が

表示されます。値が大きいほど広範囲（縮小された）表示，

値が小さいほど狭範囲（拡大された）表示となります。 

 計測結果表示 ----------------- 距離（長さ）測定モードまたは面積測定モードで計測され

た距離（通常，メートル単位’m’）または面積（通常，アー

ル単位’a’）が表示されます。 

 台帳表示レイヤ番号--------- 現在表示されている先頭（トップ）のレイヤ番号です。編

集対象の主管理ファイルは必ず 0 となります。参照用管理

ファイルは 1 以上の番号が付きます。レイヤメニューを操

作することで先頭のレイヤを変更できます。 

 台帳変更状況表示 ----------- 土地～生産台帳の変更状況が表示されます。変更されたデ

ータがある場合は赤色表示となります（データ保存が必要

な状況）。 

 現在日時表示 ----------------- 現在の日付および時刻が表示されます。 

 

ツールバー【概略】 

ツールバーにはメインメニューのショートカットとなるコマンドボタンやマウス操作

モードを切り替えるトグルボタンなどが配置されています。 

既定では以下のようにボタンイメージとテキストが表示された状態ですが，イメージ

のみの表示にも変更できます（p.189）。ここでは，ボタンイメージとテキストが表示さ

れた既定状態で説明しています。 

 

 

図 31 ツールバー 

 

上図では，標準構成（既定）のツールバー画面ショット用に各ツールバー縦に並べた

配置にしています。このようにツールバーのレイアウトは自由に変更できます。クライ

アントエリアの 4 辺のいずれにもドッキング可能です。使いやすいようにレイアウトし

て使用してください。この他に「入力・編集限定モード」（p.190）のツールバーもあり

ます。 

既定のツールバーは以下の構成となっています。 

 

 ファイルツール -------------- ファイル操作，印刷など主に「ファイル」メニュー操作用

のボタンが登録されています。 

 マップ操作ツール ----------- 圃場地図画面操作用ボタンやマップ上でのマウス操作モ

ードを規定するボタンが登録されています。 
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 台帳入力ツール -------------- 台帳入力操作用ボタンが登録されています（メインメニュ

ーの「台帳入力」メニューに対応）。 

 台帳表示ツール -------------- 台帳表示操作用ボタンが登録されています（メインメニュ

ーの「台帳表示」メニューに対応）。 

 台帳一覧編集ツール--------- 台帳一覧編集用ボタンが登録されています（メインメニュ

ーの「データ管理」メニューに対応）。 

 

多くのボタンはメインメニューのサブメニューまたはメニュー項目に対応し，該当す

るメニューのショートカット（直接実行）に相当しています。 

台帳表示ツール（ツールバー先頭に「表示」と表示されているツールバー内のボタン

群）は以下のようにボタンイメージ横のドロップダウンボタン（▼）をクリックしてサ

ブメニューを表示・実行できます。 

また，ドロップダウンせずに単にボタン本体をクリックした場合は，前回このボタン

をドロップダウンして実行したサブメニューを直接実行します。 

なお，作業計画管理を起動後，一度もドロップダウンサブメニューを選択実行してい

ない場合は，ボタン本体をクリックしても何も実行されません。 

 

 

図 32 栽培作業台帳表示ツールボタン・サブメニュー 

 

 
図 33 ドロップダウンコマンドボタン本体の直接クリック 

 

ファイルツール 

ファイルツールバーの各ボタンは以下のとおりです。 

 

 開く  ------------------------- 管理ファイルを開きます（p.7，p.169） 

 保存  ------------------------- 管理ファイルに保存します（p.169） 
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 参照  ------------------------- 参照用の管理ファイルを開きます（p.171） 

 印刷  ------------------------- 地図画面を印刷します（p.161） 

 プレビュー  ----------------- 地図画面を印刷プレビューします（p.161） 

 オプション  ----------------- オプション設定画面を開きます（p.191） 

 終了  ------------------------- 作業計画管理を終了します（p.199） 

 

マップ操作ツール 

マップ操作ツールバーの各ボタンは以下のとおりです。 

 

 管理（選択）  ------------- 単筆圃場選択モード（マウスクリックで単一圃場を選択で

きる）に移行します。このボタンをクリックすると既存の

選択範囲は解除されます。 

 複数選択  ------------------- 複数圃場選択モード（マウス連続クリックまたはドラッグ

により複数圃場を一度に選択できる）に移行します。この

ボタンをクリックすると既存の選択圃場は解除されます。 

 検索選択  ------------------- 圃場検索画面を表示し条件検索により圃場を選択します。

このボタンをクリックすると既存の選択圃場は解除され

ます。 

 着色解除  ------------------- 既存の選択および台帳表示による圃場着色を解除（消去）

します。 

 圃場情報  ------------------- 圃場の情報（地番，所有者，面積，作付など）を簡単に表

示します。 

 区画情報  -------------------- 圃場区画のシェイプ属性情報を簡易表示します。 

 距離  ------------------------- 距離測定モード（マウスにより地図上にポリラインを描き

その長さ（距離）を測定できる）に移行します。 

 面積  ------------------------- 面積測定モード（マウスにより地図上にポリゴンを描きそ

の面積を測定できる）に移行します。 

 吹出  ------------------------- 吹き出し表示モード（圃場区画にマウスカーソルを合わせ

るとその区画の情報を吹き出し表示できる）に移行します。 

 移動  ------------------------- 地図移動モード（マウスドラッグで地図表示位置を移動で

きる）に移行します。 

 範囲  ------------------------- 地図任意範囲拡大・縮小モード（マウスドラッグ範囲で地

図表示範囲を拡大・縮小できる）に移行します。 

 拡大  ------------------------- 地図拡大モード（マウスクリックで地図表示を定率で拡

大・縮小できる）に移行します。 

 縮小  ------------------------- 地図縮小モード（マウスクリックで地図表示を定率で縮

小・拡大できる）に移行します。 

 縮尺指定ボックス ----------- 地図表示縮尺（1 ピクセル当たりのメートル数）を直接指

定して地図表示を更新します。 

 全域  ------------------------- 地図を全域表示します。 

 

台帳入力ツール 

台帳入力ツールバーの各ボタンは以下のとおりです。 
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 土地  ------------------------- 土地台帳一括入力画面を表示します（p.34）。 

 作付  ------------------------- 作付台帳一括入力画面を表示します（p.46）。 

 生育  ------------------------- 生育台帳一括入力画面を表示します（p.65）。 

 作業  ------------------------- 栽培作業台帳一括入力画面を表示します（p.75）。 

 受託  ------------------------- 受託作業台帳一括入力画面を表示します（p.100）。 

 水利  ------------------------- 水利台帳入力（水系単位）画面を表示します（p.119）。 

 生産  ----------------------- 生産出荷台帳入力（ロット追加）画面を表示します（p.125）。 

 

土地～受託までの一括入力画面表示ボタンは，複数選択モードもしくは圃場検索によ

り圃場が選択されている状態で有効となります。 

台帳表示ツール 

台帳表示ツールバーの各ボタンは以下のとおりです。 

 

 土地  ------------------------- 土地台帳表示メニューを選択・実行します（p.38）。 

 作付  ------------------------- 作付台帳表示メニューを選択・実行します（p.47）。 

 作業  ------------------------- 栽培作業台帳表示メニューを選択・実行します（p.81）。 

 受託  ------------------------- 受託作業台帳表示メニューを選択・実行します（p.102）。 

 土壌  ------------------------- 土壌台帳表示メニューを選択・実行します（p.112）。 

 品質  ------------------------- 品質台帳表示メニューを選択・実行します（p.117）。 

 水利  ------------------------- 水利台帳表示メニューを選択・実行します（p.121）。 

 生産  ------------------------- 生産出荷台帳表示メニューを選択・実行します（p.136）。 

 

台帳一覧編集ツール 

台帳一覧編集ツールバーの各ボタンは以下のとおりです。 

 

 土地  ------------------------- 土地台帳一覧編集画面を表示します（p.41）。 

 作付  ------------------------- 作付台帳一覧編集画面を表示します（p.53）。 

 作業  ------------------------- 栽培作業台帳一覧編集画面を表示します（p.88）。 

 受託  ------------------------- 受託作業台帳一覧編集画面を表示します（p.106）。 

 土壌  ------------------------- 土壌台帳一覧編集画面を表示します（p.111）。 

 品質  ------------------------- 品質台帳一覧編集画面を表示します（p.116）。 

 水利  ------------------------- 水利台帳一覧編集画面を表示します（p.121）。 

 生産  ------------------------- 生産出荷台帳一覧編集画面を表示します（p.137）。 

 

入力・編集限定モードのメイン画面【概略】 

「入力・編集限定モード」（モード切替手順については p.190 参照）では，メインメニ

ューやツールバーが，土地台帳，作付台帳，栽培作業台帳のいずれかの入力・表示・一

覧編集用に特化した表示となり，選択した台帳に対する編集操作のみ可能な状態になり

ます。 

このモードでは，ファイルおよび地図の基本操作は通常モードと同じです。一方，台

帳操作（データ入力・表示・一覧編集）は限定モード専用のツールバーを介してのみ実

行できます。通常モードで表示されていた台帳入力・表示・一覧編集用のメニューやツ
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ールバーは表示されません。 

このモードは圃場管理，作付管理，作業管理のいずれかを選択集中的に実行する場合

や，特定の利用者に特定の作業（たとえば作業実績入力だけ）を任せる場合などに利用

します。 

 

 

(a) 栽培作業台帳限定モード 

 

(b) 作付台帳限定モード 

 

(c) 土地台帳限定モード 

図 34 操作限定モードのツールバー 

 

土地台帳限定モードツールバー 

土地台帳限定モードのツールバーは以下のとおりです。 

 

 一括入力  ------------------- 土地台帳一括入力画面を表示します。 

 表示  ------------------------- 土地台帳表示サブメニューを表示します。 

 一覧編集  ------------------- 土地台帳一覧編集画面を表示します。 

 

作付台帳限定モードツールバー 

作付台帳限定モードのツールバーは以下のとおりです。 

 

 一括入力  ------------------- 作付台帳一括入力画面を表示します。 

 表示  ------------------------- 作付台帳表示サブメニューを表示します。 

 一覧編集  ------------------- 作付台帳一覧編集画面を表示します。 

 作付計画  ------------------- 作付計画画面を表示します。 

 施肥計画  ------------------- 施肥計画画面を表示します。 

 防除計画  ------------------- 防除計画画面を表示します。 
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栽培作業台帳限定モードツールバー 

栽培作業台帳限定モードのツールバーは以下のとおりです。 

 

 一括入力  ------------------- 栽培作業台帳一括入力画面を表示します。 

 マップ表示  ---------------- 栽培作業台帳地図表示サブメニューを表示します。 

 一覧表示  ------------------- 栽培作業台帳一覧表示サブメニューを表示します。 

 一覧編集  ------------------- 栽培作業台帳一覧編集画面を表示します。 

 計画実績  ------------------- 作業計画・実績管理画面（日程表）を表示します。 

 

マップコンテキストメニュー 

メイン画面のマップエリア上で右クリックすると，以下のようなコンテキストメニュ

ー（ショートカットメニュー）が表示されます（計測モード時などを除く）。 

 

 
図 35 マップコンテキストメニュー 

 

各メニューは以下のような構成となっており，メインメニューやツールバーからと同

様の主要な機能を，マップ上の右クリックから手早く起動することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 左からマップコンテキストトップメニュー，「単筆入力」サブメニュー，「マップ表

示」サブメニュー，「一覧表示」サブメニュー，「外部ツール実行」サブメニュー 

図 36 マップコンテキストメニューの構成 
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マップコンテキストトップメニュー 

マップコンテキストトップメニューは以下のとおりです。 

 

 単筆入力(I) -------------------- 「単筆入力」サブメニューを開きます。 

 マップ表示(M) ---------------- 「マップ表示」サブメニューを開きます。 

 一覧表示(T) ------------------- 「一覧表示」サブメニューを開きます。 

 圃場検索(S) -------------------- 圃場検索画面を表示します。 

 外部ツール実行(E) ---------- 登録されている外部ツールを実行します。 

 

マップコンテキスト「単筆入力」サブメニュー 

マップコンテキスト「単筆入力」サブメニューは以下のとおりです。 

 

 土地(F) ------------------------- 選択圃場の土地台帳単筆入力画面を表示します。 

 作付(P) ------------------------- 選択圃場の作付台帳単筆入力画面を表示します。 

 栽培作業(M) ------------------- 選択圃場の栽培作業台帳単筆入力画面を表示します。 

 受託作業(C) ------------------- 選択圃場の受託作業台帳単筆入力画面を表示します。 

 土壌(S) ------------------------- 選択圃場の土壌台帳単筆入力画面を表示します。 

 品質(Q) ------------------------- 選択圃場の品質台帳単筆入力画面を表示します。 

 

マップコンテキスト「マップ表示」サブメニュー 

マップコンテキスト「マップ表示」サブメニューは以下のとおりです。 

 

 土地所有者(O) ---------------- 土地所有者マップを表示します。 

 土壌(S) ------------------------- 土壌管理項目（成分）マップを表示します。 

 作付作物(C) ------------------- 作付作物マップを表示します。 

 作付品種(V) ------------------- 作付作物ごとに品種マップを表示します。 

 日・旬別作業進捗(D) ------- 日別旬別作業進捗マップを表示します。 

 作業別作業進捗(W) ---------- 作業別進捗マップを表示します。 

 水利・配水(I) ----------------- 配水計画マップを表示します。 

 収量(Y) ------------------------- 収量マップを表示します。 

 品質(Q) ------------------------- 品質管理項目マップを表示します。 

 

マップコンテキスト「一覧表示」サブメニュー 

マップコンテキスト「一覧表示」サブメニューは以下のとおりです。 

 

 作付(P) ------------------------- 作付一覧表を表示します。 

 栽培作業(W) ------------------ 栽培作業サブメニューを展開します。 

 受託作業(C) ------------------- 受託作業サブメニューを展開します。 

 

作業一覧表示サブメニューには以下のメニューがあります。 

 

 作業(W) ------------------------ 作業実績一覧を表示します（栽培作業サブメニューのみ）。 
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 作業者(O) ---------------------- 作業者実績一覧表を表示します。 

 機材(D) ------------------------- 機材使用実績一覧表を表示します。 

 肥料(F) ------------------------- 肥料使用実績一覧表を表示します。 

 農薬(C) ------------------------- 農薬使用実績一覧表を表示します。 

 資材(M) ------------------------- 資材使用実績一覧表を表示します。 

 

 

 

〔メモ〕 
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圃場管理（土地台帳を管理する） 

圃場管理とは？【概略】 

土地台帳は，圃場一筆毎の様々な情報を管理するための台帳です。比較的多くの項目

を管理できるようになっていますが，このすべての項目を管理しなければならないとい

う訳ではありません。目的に応じて，必要な項目だけデータを入力して，管理すること

ができます（もちろん，必ず入力しなければならない項目はあります）。 

圃場（土地台帳）を管理するには，まず圃場毎に必要な項目のデータを入力します。

その入力方法として，①圃場図上で入力する圃場を一つずつ選択しながら入力する，②

圃場図上で予め入力しようとする複数の圃場を選択して同じデータを一括入力する，の

大きく 2 通りがあります。 

入力されたデータはシステム内の土地台帳に登録されます。登録状況は「台帳表示」

機能を使って圃場図上に着色表示したり，「データ管理」機能で一覧表示したりして確認

します。このように，土地台帳に圃場のデータを入力し，圃場図上に表示してデータ登

録状況を確認しながら，圃場の状態を把握・管理します。 

以下では，土地台帳へのデータ入力方法や表示方法について説明します。 

単筆入力（圃場図上で一筆ずつ指定して入力する）【操作】 

圃場情報を管理するために土地台帳にデータを入力するには，まず，メイン画面上部

ツールバー内の「管理（選択）」ツールボタンを左クリックして選択した状態（反転表示）

にします（図 37）。すでに選択されている場合は改めて選択する必要はありません。 

 

 

図 37 「管理（選択）」ツールボタン選択状態（台帳入力モード） 

 

この状態で，データ入力したい圃場図上の圃場区画を左クリックします（図 38）。 

 

 
図 38 データ入力圃場の選択（左クリック） 

 

すると，以下のような「土地台帳入力」または「単一圃場台帳入力」フォームが表示

されるので，この画面に従って，必要な項目を入力します（図 39）。 
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図 39 「土地台帳」入力画面 

（上：個別台帳版，下：複数台帳タブ切替版） 

（どちらの台帳が表示されるかはオプションで指定します） 

 

この画面例では，すでにいくつかの項目（入力欄）は入力済みとなっています。 

事前に，圃場図（シェイプファイル）から土地台帳へデータをインポートした場合（p.7）

は，いくつかの項目は予め圃場図属性として入力されていた値が土地台帳にコピーされ

入力済みとなります。 
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入力項目の内，コンボボックス表示されている項目は，初期設定で登録済みの入力項

目選択肢（マスタデータ）の中から選択入力します。それ以外の入力項目は，直接その

値を入力します。数値を入力する場合は必ず半角文字を使用します。文字列を入力する

場合はデータ内容に応じて全角／半角文字を使用できますが，文字種が指定されている

場合はそれに従います。これは以降説明する他の台帳においても同様です。 

土地台帳入力項目について【解説】 

土地台帳の入力項目は以下の通りです。「（※）」の付された項目は必須項目（太字）な

ので，必ず入力する必要があります。 

 

 圃場コード（※） ----------- 圃場を識別する一意の圃場コードを入力します。本システ

ムが圃場の識別に使用するので，必ず圃場毎に一意の文字

列（半角 20 文字以内）として入力します。圃場図（シェ

イプファイル）から土地台帳にインポートした場合は圃場

図属性の「ID」カラム値が入力済みとなります。 

 耕地番号 ----------------------- 自治体と交換する行政書類で指定される農地の番号を入

力します（8 桁以内の半角正整数値）。 

 地区名・地区詳細 ----------- 圃場が属する地区名・地区詳細名を地区マスタに登録され

ている項目から選択入力します。 

 地番 ----------------------------- 登記簿上の地番などを入力します（半角 20 文字以内）。 

 地名 ----------------------------- 圃場を識別する任意の名称（通称など）を入力します（半

角 60 文字以内，全角・漢字 30 文字以内）。 

 所有者 -------------------------- 圃場（土地）の所有者を入力します。初期設定の農家情報

で登録されている農家名一覧（ドロップダウンリスト）か

ら選択入力します。 

 耕作者 -------------------------- 圃場の耕作者を入力します。利用権設定している場合など

所有者と異なる場合に，必要に応じて農家名一覧から選択

入力します。 

 耕地面積（※） -------------- 実際に耕作している面積（水張面積）を平方メートル単位

の数値で入力します。圃場図からインポートした場合は圃

場図属性の「水張面積」カラム値が入力済みとなります。 

 地籍面積 ----------------------- 登記簿上の面積を平方メートル単位の数値で入力します。

圃場図からインポートした場合は圃場図属性の「地籍面積」

カラム値が入力済みとなります。 

 賃貸借権設定 ----------------- 圃場の利用権設定状況を入力します。 

 地価 ----------------------------- 地価を入力します。 

 水域 ----------------------------- 水域を選択入力します。 

 小作料 -------------------------- 小作料を入力します。利用権・小作ランクを選択すると耕

地面積に応じて小作料が入力されます。 

 土地利用計画 ----------------- 圃場の土地利用計画を選択入力します。 

 土地基盤整備 ----------------- 基盤整備状況を選択入力します。 

 利用権設定 -------------------- 利用権設定終了年（西暦）を入力します。利用権・小作ラ

ンクを選択すると期間設定に応じて入力されます。 

 土壌 ----------------------------- 土壌条件を選択入力します。 

 用水 ----------------------------- 用水条件を選択入力します。 

 排水 ----------------------------- 排水条件を選択入力します。 
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 水系 ----------------------------- 水系条件を選択入力します。 

 傾斜度 -------------------------- 傾斜程度を選択入力します。 

 作業の難易 -------------------- 作業性を選択入力します。 

 地目 ----------------------------- 地目を選択入力します。 

 土地改良 ----------------------- 土地改良実施年（西暦 4 桁）を入力します。 

 備考 ----------------------------- 任意の項目（メモ）を入力できます（半角 200 文字，全角

100 文字以内）。 

 非農地 -------------------------- 対応する圃場図上の区画が農地でない場合（施設，果樹，

駐車場，住宅など）にチェックします。チェックした区画

は農地面積集計から除外されます。 

 JAN ----------------------------- 流通取引やバーコード管理などに使用するコードを指定

します（20 文字以内）。 

 連番 ----------------------------- 本システムが使用する圃場の管理番号です。編集すること

はできません（参照用）。 

 

必要な項目の入力が終わったら，画面上部ツールバー内のデータ移動ボタン（

：連番登録されている圃場を移動）または圃場移動ボタン（「<<」「>>」：圃場コード

が入力されている圃場を移動）を左クリックして別の圃場を選択しながら，必要な土地

台帳入力を続けます。この圃場移動の際に，移動前の圃場データは更新されます（更新

ボタンクリックと同じ効果）。 

「土地台帳入力」画面を終了するには，画面右下の「閉じる」ボタンを左クリックし

ます。 

なお，個別台帳入力の「土地台帳入力」画面からは，他の台帳入力画面を表示するこ

ともできます。その場合は，画面左下「台帳切替」グループボックス内の該当する台帳

ボタンを左クリックします。 

タブ切替台帳入力では，タブ切替により，他の台帳入力画面を表示します。 

一括入力【操作】 

土地台帳・作付台帳・生育台帳・栽培作業台帳・受託作業台帳については，複数の圃

場に対して同じデータを一括入力することができます。ここでは，土地台帳を例に説明

しますが，作付・生育・栽培作業・受託作業台帳に対しても同様の操作となります。 

土地台帳に対して複数圃場に一括入力するには， 

 

１．メイン画面上部のツールバーで，「複数選択」ボタンを左クリックして選択状態（反

転表示）にします（図 40）。 

 

 

図 40 「複数選択」ツールボタン選択状態（複数圃場選択モード） 

 

２．一括入力しようとする圃場を左クリックまたはドラッグして選択します（図 41）。

続けて別の圃場を左クリックすれば複数の圃場を選択できます。選択を解除した

い時は，その圃場を右クリックします。なお，圃場検索により，複数の圃場を検
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索して選択することもできます（p.36）。 

 

 
図 41 複数圃場の選択例 

 

３．最低一つの圃場が選択された状態で，メインメニューから「台帳入力」→「土地

台帳一括入力」を選択実行します（図 42）。圃場が一つも選択されていないと，

一括入力メニューはグレー表示となって選択できません。 

 

 

図 42 「土地台帳一括入力」メニューの選択・実行 

 

以上の操作で，以下のような「土地台帳一括入力」画面が表示されます（図 43）。 

 

 

図 43 土地台帳複数圃場一括入力画面 

（画面上部に選択されている圃場の連番地と圃場コードまたは地番が表示されます） 
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ここで，一括入力しようとする項目のテキストボックスに入力するか，またはコンボ

ボックスで項目を選択します。一括入力しない項目は空欄のままにしておきます（図 44）。

既定では空欄のデータ項目についてはデータ更新されません。空欄をデータ削除とした

い場合には，「空欄項目を更新する（データを削除する）」をチェックしておきます。 

 

 

図 44 土地台帳一括入力例 

 

一括入力する項目をすべて指定できたら「OK」ボタンを左クリックします。 

以上の操作で，選択された圃場に対して，ここで入力した項目のデータが一括登録さ

れます。 

なお，データ再利用チェックボックスをチェックしておくと，次回このフォーム（入

力画面）を表示した際に，今入力したデータを再利用できます。 

圃場検索入力【操作】 

特定の条件を満たす複数の圃場を検索・抽出して土地台帳に一括入力するには， 

 

１．メイン画面上部のツールバーで，「検索選択」ボタンを左クリックして（図 45）

圃場検索画面（図 46）を表示します。 

 

 
図 45 「圃場検索」ツールボタン 

 

２．圃場検索画面（図 46）で検索条件を指定します。指定可能な項目は，地区名，耕

地番号，地番，圃場コード，所有者，耕作者，耕作面積，作付年，作付期間，作
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付作物・品種，施肥・防除設計，栽培作業，作業日，作業者・補助者，使用機材，

使用資材およびその使用量です。複数の項目を指定した場合は AND 条件での検索

となります。 

 

 

図 46 圃場検索画面 

 

３．検索条件を入力したら［検索］ボタンを左クリックして検索を実行します。 

 

 

図 47 圃場検索結果に対する一括入力画面 
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以上の操作で，条件に合致する圃場が検索され，圃場図上で選択表示されます。この

時，「検索結果に対する一括入力」欄内の 4 台帳ボタンが有効になるので［土地台帳］ボ

タンをクリックして土地台帳一括入力画面（図 43）を表示します。以降は，前項の一括

入力操作と同じです（p.34）。 

この一括入力は，作付・栽培作業・受託台帳に対しても同様に実行できます。 

入力データの確認（土地台帳表示） 

土地台帳に入力したデータを確認するには，これまでに説明してきた「土地台帳入力」

画面（図 39）と「農家別土地利用入力」画面（図 65）をそのまま確認用に利用できます。 

その他に，メインメニューから「台帳表示(D)」や「データ管理(M)」機能を使用して，

土地台帳への入力状況を様々な角度から表示・確認できます。 

土地台帳項目別圃場着色表示【操作】 

メイン画面のメインメニューから「台帳表示」→「土地台帳」と進むと（図 48），土

地台帳の管理項目によって，圃場図を塗り分け表示することができます。 

 

 
図 48 土地台帳－項目別表示サブメニュー 

 

一例として，所有者別土地台帳表示を実行（「台帳表示(D)」→「土地台帳(F)」→「所

有者(O)」を選択実行）すると，以下のような「所有者一覧」画面が表示されますので，

この画面で表示したい所有者名を指定します（図 49 の「名前」欄）。 

 

     
図 49 「所有者一覧」画面（左）と所有農家の指定例（右） 
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すると，土地台帳の入力内容に応じて，選択された農家が所有する圃場が検索され，

以下のように着色表示されます（図 50）。 

所有者一覧（耕作者別表示の場合も同様）の場合には，所有する圃場の枚数と総面積

も同時に表示されます。 

 

 

図 50 所有農家別の土地台帳表示例 

 

この他，土地台帳表示では表示項目別に図 51 のような台帳マップ表示操作画面が表示

されます。操作はそれぞれ若干異なりますが，項目を選択して（選択する必要のない場

合もあります）「表示」ボタンを左クリックすれば，土地台帳に入力されているデータに

従って，圃場が塗り分け表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 51 その他の土地台帳マップ表示操作画面例 
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さらに，操作画面内各項目の右側にある詳細一覧ボタン（ または ）をクリックす

ると，各項目に該当する圃場一覧が表示されます。この一覧は圃場検索画面を兼ねてい

るので，そのまま該当する圃場を選択状態にして，一括入力を行うこともできます（図

52）。 

また，台帳表示対象データが数値の場合は，要約画面（データ一覧とグラフ）が表示

され，データの詳細とデータ分布状況を確認できます（図 53）。 

この詳細一覧ボタンは以降の台帳表示についても同様に使用できます。 

 

 

図 52 台帳マップ表示の圃場一覧表示例（品質台帳の例） 

 

 

図 53 台帳マップ表示の詳細一覧表示例（品質数値の例） 
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土地台帳一覧表示【操作】 

本システムでは各台帳のデータを圃場図上に着色表示するほかに，表形式で一覧表示

して編集できます。 

土地台帳を表形式で一覧表示するには，メインメニューから「データ管理(M)」→「土

地台帳(F)」を選択実行します（図 54）。 

 

 

図 54 データ管理－土地台帳一覧表示・編集メニュー 

 

すると以下のような一覧表形式で「土地台帳」の入力内容が表示されます。 

 

 

図 55 「土地一覧表」画面例 

 

ウィンドウのサイズを調整したり，スクロールバーを操作したりしながら，入力済み

土地台帳データを確認できます。 

データを編集するには，目的のセルを左クリックして選択し，編集モードにしてから

必要な値を入力するかドロップダウン選択します。 

また，右クリックで表示されるショートカットメニュー（図 56）を使用して，コピー

＆ペースト編集や，指定セル値の範囲コピー，指定範囲の削除などの一括編集を行いま

す（対応するキー操作での編集も可能です）。 

セル編集を終了するには，別のセルを選択するかこのフォームを閉じます。 
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図 56 土地台帳一覧ショートカットメニュー 

 

また，「土地台帳」画面（図 55）の「ファイル(F)」メニューから「CSV 形式のファイ

ルを開く(R)」，「CSV 形式でファイルを保存(W)」を選択実行すると，土地台帳データを

CSV 形式ファイルに入出力できるので，マイクロソフトエクセルなどの表計算ソフトや

他システムとデータ交換することも可能です（図 57）。 

 

 

図 57 CSV 読み書きメニュー 

 

データの確認・CSV 形式ファイルの入出力が終わったら，「ファイル(F)」→「閉じる

(C)」ボタンをクリックして，メイン画面に戻ります。 

CSV ファイル入出力時の留意点【解説】 

台帳一覧画面での CSV ファイル入出力では，入出力される CSV ファイルの書式は，

画面表示されている項目の並びとほぼ一致しています。実際の書式については，各台帳

から CSV ファイルを書き出して確認します。 

また，CSV ファイルを読み込む際には，現在登録されている圃場件数分を，現在登録

されている圃場順（つまり連番順）に読み込みますので，CSV ファイルを編集する際は，

圃場順などを入れ替えないように注意して下さい。 

読み込み用の CSV ファイルを作成する場合は，読み込ませようとする台帳に登録され

ているデータ（圃場や作業などの個々のデータ）順になるよう作成しておく必要があり

ます。通常，台帳一覧画面から書き出した CSV ファイルを元にして，外部のソフトウェ

ア（たとえばエクセルなど）で必要な編集を行い，それを読み込むという手順を取るの

が安全です。 

なお，上記した CSV 読み込み時の動作仕様により，外部で編集した CSV ファイルを

読み込んで，台帳上に新しいデータ項目（一覧上の行）を追加するという操作はできま

せんので，注意して下さい。 

このことは，土地台帳に限らず，他の台帳一覧表示画面での CSV ファイル入出力にお

いても同様です。 
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作付管理（作付台帳を管理する） 

作付管理とは？【概略】 

土地台帳による圃場管理ができたら，次はその圃場の作付（より広義には土地・建物

などの地図上の区画利用）を管理します。圃場管理の場合と同様に，圃場毎に作付情報

を入力し，圃場図に作付状況をマップ表示したり，一覧表やグラフに表示したりしなが

ら，圃場の作付データを作成・管理します。 

入力された圃場毎の作付データは「作付台帳」に登録されます。データの入力方法は，

土地台帳の場合と同様に，①一筆毎に圃場を指定しながら入力する方法，②複数の圃場

を選択しまとめて入力する方法があります。この他に作付の場合は，③圃場所有者また

は耕作者毎に圃場を選択して入力する方法，④作付計画・配置作成機能により圃場地図

上で直接作物・品種の組み合わせを視覚的に配置する方法があります。④の方法につい

ては「計画」作成（p.141）で説明しているのでそちらを参照して下さい。 

以下では，①～③による作付台帳への入力と作付台帳表示による作付管理方法につい

て説明しています。 

作付データの単筆入力【操作】 

作付台帳に作付データを入力するには， 

 

１．メイン画面からツールバーの「管理（選択）」ボタンを選択（反転表示）します（未

選択の場合）。 

２．圃場図上でデータ入力の対象となる圃場を選択（左クリック）します（オプショ

ンで指定している「台帳入力」画面が表示されます）。 

 

 
図 58 タブ切替版の作付台帳入力画面 

 

３．表示された「台帳入力」画面が作付台帳入力画面でない場合は，個別台帳入力フ
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ォームの場合，画面左下にある「作付台帳」ボタンを左クリックします。タブ切

替台帳入力フォームの場合は「作付台帳」タブを左クリックします（「作付台帳入

力」画面が表示されます（図 58，図 59））。 

 

 

図 59 個別フォームの「作付台帳」入力画面 

 

これらの画面例では，すでに作付データが入力済みとなっていますが，まだ 1 件も作

付が登録されていない場合は，以下のような表示となります（図 60）。 

 

 

図 60 作付データ未登録圃場の画面例 

 

この場合は，「作付」一覧の「＊」印行（新規行）に入力することで，新しい作付デー

タを追加できます。すでに何件かの作付が登録されていて新たな作付を追加する場合も

同様です。 

作付台帳入力項目について【解説】 

作付データの入力項目は以下のとおりです（太字（※）は必須入力項目）。 
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 圃場連番 ----------------------- 対象となる圃場の管理番号で入力・変更はできません。現

在対象となっている圃場連番値（システムが使用する管理

番号）が表示されます。 

 作（※） ----------------------- 作付番号です。自動採番されるので特に編集する必要はあ

りません。他の圃場と同一時期の作付の番号を揃えたい時

などは直接編集して変更することもできます。 

 年 -------------------------------- 作付年を西暦 4桁で入力します。作付年を指定しておくと，

年度の異なる複数の作付を登録した場合などに作付年で

の検索表示が可能となります。 

 開始日，終了日 -------------- 作付期間を開始日と終了日で指定します。入力形式

は”yyyy/MM/dd”（例：2009/11/03）です。 

 作物（※） -------------------- 作付ける作物名を選択します。 

 品種（※） -------------------- 作付ける作物の品種名を選択します。品種は作物に依存す

るので予め作物を選択してから品種を選択します。選択に

は作付一覧下部の品種選択コンボボックスを使用できま

す。 

 面積 ----------------------------- 作付面積を平方メートル単位の数値で入力します。既定で

は圃場の耕作面積（土地台帳）の値が自動挿入されますが，

必要に応じて変更できます。 

 施肥 ----------------------------- この作付に適用する施肥設計を選択します。 

 防除 ----------------------------- この作付に適用する防除設計を選択します。 

 品質 ----------------------------- 品質調査結果（等級）を選択します。 

 反収 ----------------------------- 反当収量（kg/10a）を入力します。 

 窒素 ----------------------------- 窒素成分量をミリグラム単位で入力します。 

 燐酸 ----------------------------- 燐酸成分量をミリグラム単位で入力します。 

 加里 ----------------------------- 加里成分量をミリグラム単位で入力します。 

 

 

・「作物」「品種」は初期設定の「作物・品種」情報（作物マスタ）で登録した項目の中

からの選択となります。 

・「品質」は初期設定の「入力項目」情報の 11 番項目（品質等級項目）として登録した

選択肢の中からの選択となります。 

・「施肥」「防除」は初期設定の「肥料・施肥設計」「農薬・防除設計」情報で登録した施

肥設計および防除設計項目の中からの選択となります。 

 

 

登録可能な作付データ件数に上限はありません（データベースサイズの許す限り登録

できます）。しかし，計画管理プログラムのいくつかの機能は，作付 1 を対象に限定して

いる場合あります。 

また，周辺ツールである「料金計算プログラム」や「共済申請書作成プログラム」な

どは管理ファイル単位で処理するため，すべての作付を一括して処理します。このため，

これらのツールを使用する場合はツールが対象とすべき期間内の作付を登録するように

します。 

 

必要な項目を入力したら，別の圃場や台帳に対して入力を繰り返すか，作付台帳入力
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画面を閉じて，メイン画面に戻ります。 

作付データの一括入力【操作】 

複数の圃場に対して同一の作付データを一括入力するには， 

 

１．複数圃場選択モードもしくは圃場検索により対象圃場を選択状態にします（→

p.34）。 

２．メインメニューから「台帳入力(I)」→「作付台帳一括入力(S)」を選択・実行する

か，「入力」ツールバー内の「作付」ボタン（ ）をクリックします（図 61）。 

（図 62 の一括入力画面が表示されます） 

 

 

 

図 61 作付台帳一括入力メニューの選択（上：メニュー，下：ツールバー） 

 

 

図 62 作付台帳一括入力画面例 

 

３．一括入力画面（図 62）で作物・品種など必要な項目を入力します。 

４．編集モードを選択します（通常はデータ追加となります）。 

５．空欄データの扱いを選択します（チェックする／しない）。 
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６．［OK］ボタンをクリックします。 

 

 

・入力項目は一部項目を除いて単筆入力の場合と同様です。 

・既存データがある場合，空欄項目は「変更なし」または「変更する（空欄＝削除）」の

いずれかとなります。既定（チェックなし）は「変更なし」です。 

・一括入力では，作付面積，土壌成分値，反収，品質は指定できません。 

・一括入力（追加）では作付番号を指定することはできません。選択中の圃場ごとに作

付番号が自動採番され入力されます。 

・一括変更・削除では「作付番号」指定が必要です。選択中の全圃場に対し指定された

作付番号のデータが一括変更または削除されます。指定された作付番号のデータが無

い圃場は処理されません（スキップされます）。 

 

農家別作付入力【操作】 

作付台帳の一部項目に対して，圃場の所有者・耕作者別にデータを入力できます。 

圃場所有者・耕作者別に作付台データを入力するには， 

 

１．メイン画面のメインメニューから「台帳入力」→「農家別土地利用入力（作付台

帳）」を選択実行します（図 63）。 

 

 

図 63 「農家別土地利用入力（作付台帳）」メニューの選択実行 

 

２．「農家別土地利用（作付）入力」画面が表示されるので，画面左上の「農家選択」

欄で「○所有者・○耕作者」のいずれかを選択し，その右隣の農家名リストから，

入力しようとする農家名を選択します（図 64）。 

 

 

図 64 「農家別土地利用（作付）入力」画面および編集する農家名の選択 
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これにより，指定された農家が所有または耕作する圃場とその作付状況が「圃場一覧」

欄および「作付入力」欄に表示されます（図 65）。この時，「圃場一覧」内で選択されて

いる圃場の行が反転表示され，「作付入力」欄にその圃場の作付データが一覧表示されま

す。また，画面右上の「圃場」欄にはその圃場周辺を含む圃場地図が表示されます。 

圃場一覧上で別の圃場（の行）を左クリックすれば，その圃場が選択されます。 

 

 

図 65 農家別土地利用入力画面 

 

３．「作付入力」欄に必要な作付データを入力または選択します。品種については「作

付入力」欄下のコンボボックスから選択できます。 

４．入力できたら別の圃場を選択し，これを繰り返して，必要な圃場に対して入力し

ていきます。 

５．入力がすべて終了したら，「閉じる」ボタンを左クリックして，メイン画面に戻り

ます。 

作付データ（作付台帳）の地図表示【操作】 

作付台帳に入力したデータを圃場地図上に表示して確認するには，メインメニューか

ら「台帳表示(D)」→「作付台帳(P)」と進み（図 66），表示されるサブメニューの中から

希望する表示項目を選択・実行します。「表示」ツールバー内の「作付」ボタン（ ）

でもほぼ同様の操作ができます（ただし，一部メニュー項目が省略されています）。 

 

  

図 66 作付台帳表示メニューの選択（左：メニュー，右：ツールバー） 
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作物別・品種別表示 

作付台帳表示メニュー（図 66）で「作物（品目）」または「品種」を選ぶと以下のマ

ップ表示操作画面が表示されます（図 67）。 

 

                  

図 67 作付台帳表示選択画面（左：作物別，右：品種別） 

 

ここで，表示したい農家（作物別の場合，図 67 左），または農家と作物（品種別表示

の場合，図 67 右），および作付，作付年（チェックして年を選択）を選択すると，メイ

ン画面の圃場図に該当する色で作付状況が着色表示されます（図 68）。なお，これらの

検索条件項目は複数指定した場合は AND 条件となります。 

マップ表示操作画面（図 67）で「印刷」ボタンをクリックすると，メイン画面で表示

中の着色された作付マップ画面を凡例とともに印刷できます（p.167）。 

 



－50－ 

 

 

図 68 作付マップ表示例（上：作物別，下：品種別） 

（品種別では水稲作付を品種別に表示しています） 

 

収量表示 

作付台帳表示メニュー（図 66）で「収量表示(Y)」を選択実行すると，以下のような「収

量マップ表示」操作画面が表示されます。 
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図 69 「収量表示」設定画面 

 

ここで，作付，作付年，農家，作物，品種，収量表示の最大値と表示の刻み幅（何れ

も kg 単位）を指定し，「表示」ボタンを左クリックすると，以下のように，指定された

条件に従って圃場毎の収量が着色表示されます。 

 

 

・階級表示色は初期設定の「表示色」で指定された「数量ランク表示用（⊿20）」が使用

されます。 

・収量階級値の既定値には初期設定の「作物・品種」で品種ごとに登録した階級値が使

用されます。複数の品種を同時表示している場合（品種指定無し）は最初の品種の階

級値が使用されます。 
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図 70 収量表示例 

 

グラフ表示【操作】 

作付台帳表示メニュー（図 66）で「グラフの表示」を選択実行すると，「作付状況グ

ラフ」画面が表示されます。この画面の「作図」メニューから作物別・品種別の作付圃

場数・面積を選択実行すると以下のようなグラフが表示されます（図 71）。 

 

  

図 71 グラフ表示メニュー（左）と表示例（右） 

 

グラフ表示が終わったら，「作図 (D)」→「閉じる(C)」を選択実行し，メイン画面に戻

ります。 
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作付データの一覧表示・編集【操作】 

メイン画面のメインメニューから「データ管理(M)」→「作付台帳(P)」を選択実行す

るか，編集ツールバー内の「作付」ボタン（ ）をクリックすると，以下のような「作

付台帳」一覧編集画面が表示されます。 

 

  

図 72 作付台帳一覧編集の呼び出し（左：メニュー，右：ツールバー） 

 

 

図 73 「作付台帳」一覧編集画面例 

 

絞り込み表示・編集操作について【解説】 

この画面では，作付台帳に入力されている圃場毎の作付データ，収穫・品質等級デー

タなどを一覧形式で確認・編集できます。一覧内では作物・品種はコード番号で表示さ

れますが，画面下方詳細入力欄のコンボボックスで現在行（セル）の作物名・品種名を

確認・選択できます。 

一覧編集画面を表示した直後は，登録されているすべての作付（番号）が表示されま

す。ツールバー内の「作物表示▼」ボタンを選択して特定の作付番号（一つだけ）を選

択して表示・編集できます。その他，圃場の地区別，作付年別，作付作物別，圃場所有

者の地区別などにより一覧を絞り込み表示して編集できるようになっています。 

一覧内のデータを編集するには，目的のセルを選択して編集モードにしてから，必要

な値を入力するか選択します。 

また，任意のセル上で右クリック表示されるショートカットメニューを使用して，コ



－54－ 

ピー＆ペースト編集や，指定セル値の範囲コピー，指定範囲の削除などの一括編集も可

能です（キー操作でも可能になっています）。 

セル内の編集を終了するには，別のセルを選択するかこのフォームを閉じます。 

CSV ファイル入出力 

作付台帳一覧編集画面の「ファイル(F)」メニューから「CSV 読み込み(R)」，「CSV 書

き出し(W)」を実行すると，指定したファイル名の CSV 形式ファイルに対して作付台帳

データを入出力できます。 

CSV ファイル入出力時の注意事項については p.42 を参照して下さい。 

 

 

図 74 CSV ファイル入出力メニューの選択・実行 

 

作付データの初期化 

作付台帳上に作付データが 1 件も登録されていない圃場に対して，既定の作付データ

を一括登録できます。 

そのためには，作付台帳一覧編集画面のメインメニューから「編集(E)」→「初期化(I)」

を実行します。 

 

 
図 75 作付データ初期化メニューの選択・実行 

 

以下のように初期化確認画面が表示されるので「はい(Y)」をクリックして初期化を実

行します。 

 

 

図 76 初期化確認画面 
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これにより，初期化された作付データが作付台帳に追加されます。 

作付面積の一括指定 

作付（作物・品種コード）が指定されていて作付面積が未指定の圃場に対して，土地

台帳の耕作面積を一括指定（複写）できます。 

そのためには，作付面積カラム内の設定したい範囲（セル）を選択した状態で右クリ

ックしてショートカットメニューを表示し「耕地面積入力(A)」を選択・実行します。 

 

 

図 77 「耕地面積入力」メニューの選択・実行 

 

土地台帳照合 

作付データを登録済みの圃場が土地台帳から削除された場合などは，管理対象外とな

った作付データが作付台帳上に残ったままとなります。このような場合に「土地台帳照

合処理」を行って，作付台帳上のデータを土地台帳上の圃場登録状況に同期させる（不

要となった作付レコードを一括削除する）ことができます。 

そのためには，作付台帳一覧編集画面の「編集(E)」メニューから「土地台帳照合・整

理(V)」を選択・実行します。 

 

 

図 78 「土地台帳照合・整理(V)」メニューの選択・実行 

 

以下の確認画面が表示されるので，土地台帳照合・整理処理を実行する場合は「はい(Y)」

をクリックします。 

 

 

図 79 土地台帳照合確認画面 



－56－ 

これにより，土地台帳の圃場登録状況に合わせて作付台帳上の作付データが整理され

ます（土地台帳で管理対象外（圃場コードが空欄）または作付台帳には登録されている

が土地台帳には登録されていない圃場の作付データが削除されます。 

一覧表示編集の終了 

一覧表での作付データ確認・編集，CSV 形式ファイル入出力等の必要な処理が終わっ

たら，「ファイル(F)」→「閉じる(C)」を選択実行して，一覧編集画面を閉じてメイン画

面に戻ります。 

作付データの一覧・レポート作成【概略】 

作付台帳表示では，マップ表示の他にいくつかの一覧表形式表示とレポート出力（印

刷，エクセル・PDF 出力など）ができます。 

作付台帳表示メニュー（図 66）で「作付一覧表(T)」を選択・実行すると「作付一覧」

画面が表示されます（図 80）。 

 

 

図 80 作付一覧画面 

 

この一覧画面では編集はできませんが，圃場地区や作付年，作付作物，圃場所有者地

区別での検索・絞り込み表示が可能です。さらに，この「作付一覧」画面の「ファイル(F)」

メニューから「レポート出力(R)」を選択・実行すると，現在の検索・絞り込み表示デー

タに基づくレポート出力（プリンタ（印刷），エクセル・PDF ファイル出力など）がで

きます（図 81）。 
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図 81 作付一覧レポート（縦定型）画面（検索後のデータ表示例） 

 

 

「既定のプリンタ」が A3 印字に対応していないと，レポートサイズが A4 に制限され

る場合があります。可能であれば A3 印字可能なプリンタ（ドキュメントライタ等を含む）

を既定のプリンタとして選択しておきます。 

 

レポート画面の操作【解説】 

レポート画面ではツールバー内のボタンを使用して，レポートのファイル出力（*.xls, 

*.pdf, *.doc など）や印刷（プリンタ出力），表示ページ切替，文字列検索，表示倍率変

更などができます。 

 

 

図 82 レポート画面のツールバー 

 

 

図 83 レポートファイル出力時のファイル形式選択画面 
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出力可能なファイル形式 

レポートから出力可能なファイル形式は以下のとおりです。 

 

 Crystal Reports(*.rpt) ----- 本プログラムが使用しているレポートコンポーネントで

ある「クリスタルレポート」専用の形式です。 

 PDF (*.pdf) ------------------- PDF 形式です。 

 CSV(*.csv)--------------------- CSV 形式です。 

 Excel(*.xls) -------------------- Microsoft Excel(97-2003)のブック形式です。レポートレ

イアウトが忠実に再現されますが，レイアウト調整用に多

数のセルが挿入されるためセル構成が複雑になります。 

 Excel データのみ(*.xls) --- Microsoft Excel(97-2003)のブック形式です。データのみ

出力されレポートレイアウトは保持されません。カラムヘ

ッダとレコードの位置や並び順がずれる場合があります。 

 Excel ブック(*.xlsx) -------- Microsoft Excel のブック形式です。データのみ出力され

レポートレイアウトは保持されません。カラムヘッダとレ

コードの位置や並び順がずれる場合があります。 

 Word(*.doc) ------------------- Microsoft Word の doc 形式です。 

 リッチテキスト(*.rtf) ------- 汎用性の高いデータ交換書式の一つです。 

 XML(*.xml) ------------------- XML 形式です。 

 

作付計画集計データの表示【操作】 

作付計画集計データの表示では，作付台帳に入力されている作物・品種および施肥・

防除計画データに基づいて，種子や肥料・農薬の必要量や経費を積算できます。 

作付計画集計表を表示するには， 

 

１．メインメニューから「台帳表示(D)」→「作付台帳(P)」→「作付計画一覧表(P)」

を選択・実行するか，「表示」ツールバーから「作付」ドロップダウンボタン（ ）

をクリックして「作付計画集計表(P)」を選択・実行します（図 84）。 

（図 85 の「作付計画一覧」画面が表示されます） 

 

  

図 84 「作付計画集計表」メニューの選択・実行 

（左：メインメニュー，右：「表示」ツールバー） 
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図 85 「作付計画一覧」画面 

（作付に伴う種子量や肥料成分量，肥料・農薬必要量などが集計表示されます） 

 

２．必要に応じて「作付別表示▼」や「年」「作物別」に表示を絞り込みます。 

 

  

図 86 作付計画集計表の絞り込み表示操作例 

 

３．必要に応じて「ファイル(F)」→「CSV 書き出し(W)」を選択・実行し一覧表示内

容を CSV ファイルに出力します。 

４．「 集計表(T)」メニューより種子・肥料・農薬ごとの使用計画を表示します。 

 

 

図 87 資材別集計表メニュー 
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(a) 種子使用計画 

 

 
(b) 肥料使用計画 

 

 

(c) 農薬使用計画 

図 88 資材別使用計画一覧画面例 

 

５．資材別使用計画一覧画面でデータを確認し，「ファイル(F)」→「CSV 書き出し(W)」

で CSV ファイルへ出力します。 

 

 

図 89 資材別使用計画画面の「ファイル」メニュー 

（CSV 書き出し，レポート表示ができます） 

 

６．資材別使用計画一覧画面で「ファイル(F)」→「レポート表示(R)」を選択・実行し，

レポート出力（印刷およびエクセル，ワード，PDF ファイルなどへの出力が可能）

します。 
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図 90 資材別使用計画レポート画面例（種子の場合） 

 

 

 

種子や肥料・農薬の積算に当たっては，品種ごとの種子に関するマスタ情報（作物マ

スタ・資材マスタ）や肥料・農薬に関するマスタ情報（肥料・農薬マスタ）に算出基礎

となるデータがすべて入力されている必要があります。1 項目でも必要な基礎データが入

力されていないと正しい積算はできません。 

作付データについても，対象となるすべての圃場に対して作物・品種および施肥・防

除設計が登録されていないと正しい積算はできません。一部未登録の項目があるとその

項目の積算値は 0 として処理されます（積算されません）。 
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〔メモ〕 

 

 

  


