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新規生育記録の作成を行います。
まずは日付選択、作付・区画の入力を行います。

記録作成 - 2. 生育記録を作成する > ①日付、作付・区画を入力する

日付を選択します。
初期状態では当日が選択され
ていますので、変更しない場
合は特に操作は必要ありませ
ん。

当日以外の日付を選ぶ場合は
日付横の　　　　　で 1 日
づつ変更できます。
日付部分をクリックするとカレ
ンダーから日付を選択できま
す。

STEP

2.1

STEP

2.2
STEP

1

1 日送る

日付クリックで
カレンダー表示

1 日戻す

入力必須項目

< >

【 圃場から選択の場合 】
圃場から選択ウィンドウが表
示されますので、「全て」から、
あるいはグループを選択し生
育計測を行った圃場、作付を
選択します。

　　　 を押すと完了します。

なお作付と圃場は先に基本設
定で設定する必要がありま
す。
詳しくは「基本設定 - 1. 圃場
登録マニュアル」および
「基本設定 - 2. 作付登録マ
ニュアル」をご覧ください。

作付・区画を選択します。
生育計測を「どの作付」の「ど
の圃場」で行ったかを記録す
るための設定です。
　　　　　 　　

　　　　　　　 いずれかを
選びます。
【 作付から選択の場合 】
作付から選択ウィンドウが表
示されますので作付を選択
し、生育状況を記録する圃場
を選択します。

　　　 を押すと完了します。

入力必須項目

作付から選択

OK

OK

圃場から選択

クリック

クリック

記録を作成するステップ 1 2 3 4 5 6
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生育記録の内容を入力していきます。
ここでは生育データの入力を解説しています。

記録作成 - 2. 生育記録を作成する > ②生育データを入力する

STEP

4

生育データを記録する項目を
設定します。

　　　　　 　　　　をク

リックし、入力したい生育項
目の単位にチェック(　　)を
入れます。

　　　 を押すと完了します。

STEP

3

OK

クリック

クリック

6記録を作成するステップ 21 3 4 5

生育データの設定
項目を追加

生育データの入力を行いま
す。
ここに具体的な生育データの
入力を行います。

STEP3で設定した記録項目
に対し、数値が入力できるよ
うになります。
実際に計測した値をそれぞれ
入力してください。

生育項目グループから選択
生育項目設定画面で登録した生育項目グループか
ら、項目と単位を選択できます。
メニューからグループを選ぶと、そのグループに属す
る項目と単位に自動でチェック(　　)がつきます。

生育項目および単位の追加
生育項目は任意の単位を追加し使用できます。
　　　　　　を押し生育項目名および単位を入力
し　　　  を押すと反映されます。

例：生育項目名「土壌 EC」
　　単位「mS」

生育項目および単位の管理
生育項目および単位は「生育項目設定画面」で自由
に編集できます。
詳しくは「基本設定 - 10. 生育項目マニュアル」をご
覧ください。

草丈の生育記録 葉数の生育記録

クリックして
数値を入力

使用したい生育項目名と
単位を選択

生育項目の設定について

保存
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生育記録の内容を入力していきます。
ここでは生育データの設定を解説しています。

記録作成 - 2. 生育記録を作成する > ③生育データの設定を行う

生育データを入力する際の集
計方法に関する設定を行い
ます。

　　　　　　　　　 を
クリックし、上部のタブから
「集計方法」をクリックすると
集計方法設定ウィンドウが表
示されます。

算出方法の設定など条件につ
いての設定を行い、 　　　 を
押すと完了します。

なお設定を変更する必要のな
い場合、この手順はスキップで
きます。

STEP

5

生育データの設定について

計算方法の設定、平均方法の設定
入力した実際の生育記録の平均算出方法や、平均値の計
算方法の設定を行います。(右ページにて解説解説 )

入力枠の表示数、ソフトウェアテンキー、
タブ移動方向
生育記録を入力する際の表示や入力方法に関する設定を
行います。(次ページ以降解説 )

任意の設定を
行います

クリック

クリック

OK

①「直接、平均値を入力」する場合

●設定した後の表

6記録を作成するステップ 31 4 52

生育データの設定

直接、平均値を入力
平均値を手動で入力する方法に切り替える設定です。
直接入力する場合、平均値の自動計算は行われませ
ん。
生育記録の平均値を独自の計算方法で算出している方の
み、この「直接、平均値を入力」をお使い下さい。

平均値のみを
直接手動で入力

直接、平均値を入力する場合の入力欄は1行のみ
となります。

CHECK

「直接、平均値を入力」を設定すると「平均方法の
設定」「入力枠の表示数」は設定できなくなります。

CHECK
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生育記録の内容を入力していきます。
ここでは引き続き生育データの設定を解説しています。

記録作成 - 2. 生育記録を作成する > ③生育データの設定を行う(続き)
6記録を作成するステップ 41 52 3

●設定した後の表

入力した値を全て利用して平均計算
入力された測定値を全て使用して平均値を計算
します。

●設定した後の表

②「計測した値を入力して、平均を自動計算」して
　「入力した値を全て利用して平均計算」する場合

現在入力
されている
測定値

入力されたすべての
測定値をもとに
平均値を算出

③「計測した値を入力して、平均を自動計算」して
　「入力した値の最大値1つと最小値1つを取り除いて、残りの値の平均を計算」
　する場合

入力した値の最大値 1つと最小値 1つを取
り除いて、残りの値の平均を計算
入力された測定値から最大値と最小値を除外し
て平均値を計算します。

最大値

最小値

例）
最小値が各項目の 1 番、
最大値が各項目の 8 番
なので、2～7 番の平均値を
算出します

入力された測定値の
最大値と最小値を
除外した残りの測定値
の平均を算出
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ソフトウェアテンキー

表の入力欄をクリックした際に表示さ
れるソフトウェアテンキー ( 画像参照 )
を使用する、しないの設定ができます。

入力枠の表示数

生育値を入力する表の入力欄の数を設
定できます。
5、10、20、30のいずれかから選択で
きます。

表示数を
10 にした場合

タブ移動方向

表に生育値を入力する際、キーボード
のタブキーを押すと次の入力欄に続け
て入力できます。
その際、縦か横どちらに遷移するかを
設定できます。

生育記録の内容を入力していきます。
ここでは引き続き生育データの設定を解説しています。

記録作成 - 2. 生育記録を作成する > ③生育データの設定を行う(続き)
6記録を作成するステップ 51 2 3 4

タブキーを押すと
動く方向を設定

縦

横

ソフトウェア
テンキー
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生育記録の内容を入力していきます。
写真、メモを入力し最後に保存を行います。

記録作成 - 2. 生育記録を作成する > ④写真、メモを入力し保存する

メモを入力できます。
この記録に関して何かメモをつけてお
きたい場合等にご活用ください。

STEP

7

最後に保存を行います。
画面右下の　　　　を押すと記録が
保存されます。

記録を作成した際は必ずこのボタンを
押して作業を終了してください。

STEP

8 保存

STEP

6

クリックして
写真を選択

2 枚目以降も
追加できます

写真を追加できます。　　　を押すとファイル
選択画面が開きますので、ファイルを選んで追
加します。追加した画像を削除する場合は、画
像の右上の　　をクリックします。

削除

記録を作成するステップ 61 2 3 4 5

画面右下の保存を
押して終了


