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できすぎ君、けーさん君、ならぶ君は、自己責任でお使いください。 

関連する全てのことに関し、いかなる補償もしません。 



 

 

利用規約 

 

土壌診断 施肥計算ソフトウェア「できすぎ君」、土壌分析計算ソフトェア「けーさ

ん君」、分析結果シート作成ソフトウェア「ならぶ君」は、以下の条件に同意した場

合に利用できます。全て自己責任でご利用ください。 

 

１ 土壌診断 施肥計算ソフトウェア「できすぎ君」、分析結果シート作成ソフトウ

ェア「ならぶ君」の修正、改造、リース、販売を禁止します。 

 

２ 土壌診断 施肥計算ソフトウェア「できすぎ君」、土壌分析計算ソフトウェア「け

ーさん君」、分析結果シート作成ソフトウェア「ならぶ君」の利用によるパソコンの

不具合発生などについて一切関知しません。 

 

３ 土壌診断 施肥計算ソフトウェア「できすぎ君」、土壌分析計算ソフトウェア「け

ーさん君」、分析結果シート作成ソフトウェア「ならぶ君」を利用した結果及び前記

ソフトウェアに関する全てのことに対していかなる補償もしません。 

 

４ 二次配布は禁止します。 

バージョン１３から一括保存機能(分析値、診断基準値、設定値などをまとめて 1

ファイルに保存する機能)が加わりました。また、一括保存ファイルを読み込むこと

で、保存時のできすぎ君を復元できます。 

これによって、利用者がデータなどを入力した「できすぎ君」そのものを配布す

る必要がなくなりました。ウィルス対策のために「できすぎ君」の２次配布を禁止

します。 

「できすぎ君」「けーさん君」「ならぶ君」は、山口県農林総合技術センターのホ

ームページからダウンロードしてお使いください。 

できすぎ君のページ 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a17300/gijutukeiei/dojoushindan.html 

 

 

 注意 

☆ 土壌分析結果から求められる施肥量は、元肥の施肥量のみです。 

☆ 追肥は原則として、施肥設計に従い施肥してください。 

 

 



 

 

土壌診断 施肥計算ソフト「できすぎ君 2020」と 

一族之関係図 

  



 

 

目次 （Ctrlキーを押しながらクリックすると該当部分が表示されます。） 

 

Ⅰ できすぎ君とは・・・ 

１ できすぎ君の長所と限界              ・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

２ できすぎ君のできること         ・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

３ けーさん君とならぶ君              ・・・・・・・・・・・・・・・  ５ 

４ 土壌診断に基づく施肥の方法 重要       ・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

５ 処方箋の見かた                 ・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

６ 改善のための施肥の提案部分 重要       ・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

Ⅲ できないこと                        ・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

Ⅱ 困ったとき（マクロの有効法など）           ・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

 

Ⅳ できすぎ君の利用方法          

 Ａ 変更点の操作方法         

     １ 仮比重を用いた表示                      ・・・・・・・・・・・・・・・２１ 

２ 圃場ごとの施肥量を表示する。            ・・・・・・・・・・・・・・・２４ 

 Ｂ 入門編 さらっと利用コース 

１ ３ステップで処方箋を作ってみよう。        ・・・・・・・・・・・・・・２５ 

２ 施肥設計の表をみてみよう。              ・・・・・・・・・・・・・・３４ 

Ｃ 初級編 自分好みにするコース  

１ 設定をいじってみよう                ・・・・・・・・・・・・・・３６ 

２ 複数のデータを処方箋に表示する。              ・・・・・・・・・・３７ 

３ 自分が使っている肥料を、肥料リストに追加する。           ・・・・・・３７ 

４ 処方箋のグラフ表示の変更               ・・・・・・・・・・・・・・３９ 

５ 作土深を設定してみよう。                   ・・・・・・・・・４０ 

 Ｄ 中級編 堆肥と鶏糞を利用してみようコース 

１ 堆肥の成分で肥料を削減してみよう。              ・・・・・・・・・４１ 

２ 鶏糞の窒素と成分で肥料を削減してみよう。           ・・・・・・・・・４２ 

３ 含鉄資材を利用してみよう。                  ・・・・・・・・・４４ 

Ｅ 上級編 診断基準値を作ってみようコース 

１ 診断基準値の基礎知識と注意点                   ・・・・・・・４６ 

２ 簡単な診断基準値の作り方                                ・・・・・・・４７ 

３ 基本的な基準値、その他の診断基準値の設定は簡単          ・・・・・・・５２ 

Ｆ 施肥設計コース 自分が好きな肥料を使う。        ・・・・・・・５８ 

 

Ⅴ 処方箋から見る設定方法          ・・・・・・・・・・・・・・・６９ 

Ⅵ 分析方法               ・・・・・・・・・・・・・・・７１ 

Ⅶ できすぎ君 2020 変更点          ・・・・・・・・・・・・・・・７２ 

Ⅷ 容積あたりの計算に完全移行しました  ・・・・・・・・・・・・・・・７４ 

Ⅸ お問い合わせ お礼          ・・・・・・・・・・・・・・・８０ 



1 

 

Ⅰ できすぎ君とは・・・・ 

できすぎ君とは、土壌分析値から任意の肥料の施肥量を提案するソフトです。 

マイクロソフト社の表計算ソフト エクセル（Excel2007、2010、2013、2016、

2019 の 32 ビットと 64 ビット版 ）でマクロを利用しています。（Mac 版エクセ

ルでは、動きません。） 

 

１ できすぎ君の長所と限界 

「土壌診断を行えば、収量が２倍」とか「土壌診断でバラ色の農

業」とか、「農業に土壌診断は不可欠」とか、さんざん聞かされて

いる生産者の方が多いと思います。 

 

しかし、一度でも土壌分析を依頼したことがある生産者の方は

「せっかく土壌分析したのに数字ばかりで、どのようにしたら良い

か分からない。」「トホホ肥料ではなく使いたいのはドカ～ン肥料な

のにどうすれば良いのか？」「施肥量が多いと言われてもどの肥料

をどの程度減らすのかわからない。」などの方が多いと思います。 

 

現場の普及員や営農指導員などの技術者にとっても、多忙な中で

土壌を分析するだけでも一苦労です。施肥量の計算では、肥料の種

類や副成分の多さから本当にうんざりします。（正直なところ手計

算では無理です。） 

 

土壌の分析結果等の講習会が迫るとパニックになります。土壌中

の養分の過不足量と対策を生産者の顔を思い浮かべながら考え、コ

メントを作成します・・・が、たいていの場合は、大雑把な 3割削

減とか 5割削減のような目安で講習会に臨みます。説明しながら冷

静な目で資料を見ると似たようなコメントばかり、講習会の参加者

も次第にポッカ～ンとした顔になり、何かが違うとは思うものの、

どうしたら良いのか・・・汗噴出(ﾟ＿ﾟ i) ・・・ 

 

しかしながら、土壌分析で成功体験がある普及員や営農指導員は、土壌分析

のすごさを知っています。 

課題は、いかに簡単に土壌の状況を生産者に伝え、施肥に反映させるかです。 

 

そこで、土壌診断の処方箋を誰でも簡単に素早く作れ、生産者自らが自分の

利用する肥料の施肥量を求められることを目指したのが「できすぎ君」です。 
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できすぎ君のルーツは、1998年ごろに当時の山口県農業試験場の地力保全研

究室が現場の土壌を分析した際に農家説明用に作ったものです。その後、一部

の普及員が利用するようになり、現場に合ったものへ改良されてきました。そ

して 2011年に誰でも自由に利用できるソフトとして一般に公開されました。 

 

しかしながら、農業の指導者を主な対象にしていたために生産者の方は利用

しづらいものでした。この反省にたって誰でも簡単に使えることをテーマにで

きたのが、「できすぎ君 2020」です。 

できすぎ君 2020の簡単版を利用すると、①分析結果などの入力、②診断基準

値の読み込み、③肥料セットの選択のスリーステップで施肥量が計算できます。 

また、従来と同じ詳細版も備えており、詳細版と簡単版は設定を維持したま

ま自由に移動できるので、細かな設定も可能です。 

 

ところで「できすぎ君」を利用して、土壌診断は簡単になったのかと言えば、

一部だけです。 

 

前の図で言えば、「できすぎ君」の守備範囲は、診断基準と施肥計算の中の一

部です。その他の残された部分が大きく重いため五里霧中状態（ゴリラ夢中で

はない。）で、ぼ～っとします。（例えば土壌と肥料の分析方法（養分抽出方法）

が異なれば、分析値の意味(効果)が異なるため、土壌の分析値から施肥量を単

純に計算することはできません。が、ICTの世の中にあっても半分目をつぶって

引き算で施肥量を計算します。） 

 

という訳で、残念ながら、現状の土壌診断や、できすぎ君の処方箋は、診断

を支援するための目安の一つでしかありません。 

場合によっては、できすぎ君の示す施肥量などを、大胆に変更することも必

要かもしれません。 

 

また、生産者や普及員、営農指導員のもつ地域の情報（圃場条件や圃場の物

理性（硬盤、湿害）、施肥や栽培の実態等）を加えて、総合的な面から土壌診断

を考えることが重要です。特に排水対策と団粒構造の維持は重要です。 

もっと重要なことは、楽しむことだと思います。できすぎ君で土づくりを楽

しんでください。 
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２ できすぎ君のできること 

 Ａ 土壌の分析結果から施肥量を計算する機能 

土壌分析結果からお好きな肥料での施肥量を計算します。 

計算された施肥量が土壌診断の化学性部門の改善案です。 

 

(1)施肥量を簡単に計算できます。（できすぎ君 2020 の簡単版） 

① 「1土壌分析結果の入力」、「2診断基準値の読込み」、「3肥料セットの選

択」のスリーステップだけで、施肥量が計算できます。 

② 簡単版は様々な設定を自動的に規定値にしています。この設定を変更する

こともできます。 

③ 養分過剰を任意の肥料のマイナスの施肥量で示します。 

④ 施肥量の記載された処方箋は PDF ファイルとしても保存できます。 

 

(2) 診断基準値は、ファイルをダウンロードし読み込むだけです。 

① 診断基準値読み込み後に火山灰、非火山灰用の診断基準値に変更可能 

② リン酸吸収係数によって、火山灰、非火山灰の基準値に自動変更 

③ 診断基準値は「できすぎ君」をダウンロードしたページの下にあります。 

 

土壌診断基準がある品目（59品目） 

普通作 ３種類：水稲、大豆、麦類 

野菜 ３６種類：ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ、ｲﾁｺﾞ、ｲﾝｹﾞﾝ、ｴﾝﾄﾞｳ、ｵｸﾗ、ｶﾎﾞﾁｬ、ｶﾝｼｮ、 

ｷｬﾍﾞﾂ、ｷｭｳﾘ、ｺﾞﾎﾞｳ、ｻﾄｲﾓ、ｻﾗﾀﾞ菜、ｼﾞｬｶﾞｲﾓ、ｼｭﾝｷﾞｸ、

ｽｨｰﾄｺｰﾝ、ｽｲｶ、ﾀﾞｲｺﾝ、ﾀｶﾅ、ﾀﾏﾈｷﾞ、ﾄﾏﾄ、ﾅｽ、ﾅﾊﾞﾅ、ﾆﾗ、

ﾆﾝｼﾞﾝ、ﾊｸｻｲ、ﾊﾟｾﾘ、ﾊﾅｯｺﾘｰ、ﾋﾟｰﾏﾝ、ﾌｷ、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、 

ﾎｳﾚﾝｿｳ、ﾒﾛﾝ、ﾚﾀｽ、ﾚﾝｺﾝ、小ﾈｷﾞ、ﾜｻﾋﾞ 

果樹  ９種類：ｸﾘ、ﾅｼ、ﾓﾓ、ﾌﾞﾄﾞｳ、ｶｷ、ｳﾒ、ｲﾁｼﾞｸ、ﾘﾝｺﾞ、温州ﾐｶﾝ 

花卉  ９種類：ｶｰﾈｰｼｮﾝ、ｷｸ、ｽｨｰﾄﾋﾟｰ、ｽﾀｰﾁｽ、ｽﾄｯｸ、ﾄﾙｺｷｷｮｳ、ﾊﾞﾗ、 

ﾕﾘ、宿根ｶｽﾐｿｳ 

その他 ２種類：ﾁｬ、牧草類 

 

 (3) 土壌分析値をもとに、お好きな肥料で施肥量の計算ができます。 

① 簡単版で選択した肥料セットの肥料などの変更ができます。 

② 肥料は 400 種類の肥料リストからひらがなで検索し選択できます。 

③ 新たな肥料の登録や堆肥、鶏糞の成分や利用率の変更もできます。 

④ 肥料に含まれる全ての保証成分などで施肥量が計算されます。 

⑤ 堆肥や鶏糞の肥料成分でも計算されます。（鶏糞のみ窒素も可能） 
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 (4) 土壌の状況をわかりやすく表示できます。 

① レーダーチャートグラフで過不足が一目でわかります。 

② 評価点で問題のある土壌を見つけやすくできます。 

③ 度数分布グラフで産地の土壌の状況がわかります。 

④ 欠乏する可能性がある養分が表示されます。 

 

(5) 分析値、診断基準値、各種設定値を 1ファイルに一括で保存できます。 

一括保存ファイルを読み込むだけで再生できます。 

 

Ｂ 成分量のみの施肥設計から、任意の肥料の施肥量を計算する機能 

(1) 元肥、追肥の施肥成分量から、任意の肥料での施肥設計ができます。 

窒素を含む肥料の施肥量は、目安になる数字が表示されるので簡単に設定で

きます。（選択できる肥料は 400種類以上、新たな肥料の追加も可能） 

 

(2) 堆肥、鶏糞の成分量も反映できます。 

堆肥や鶏糞の成分も肥料効果があり、これらを用いると肥料の削減が可能で

す。削減した施肥量を計算できます。 

 

(3) エコファーマー、特別栽培農産物、有機栽培の施肥設計も簡単です。 

有機由来窒素の割合を設定し、鶏糞、有機質肥料の選択をするだけで、選択

した肥料の施肥量が計算されます。 

 

例えば、下記の施肥量が簡単に求められます。 

 

問題 ある作物を 25㎡の土地で栽培したい。 

栽培に必要な肥料成分は、元肥として 10ａあたり窒素 10ｋｇ、リン酸

12キロ 加里 10キロ、追肥は２回施肥し、1回あたり窒素 5キロ、加里

6キロである。 

手元に有機入り化成Ａ801、ＢＭヨウリン、硫酸加里があるので、これ

らを用いて施肥したい。 

 25㎡の圃場にそれぞれ何グラム施肥すればよいか？ 

    

 答え 25㎡につき 

    元肥  有機入り化成Ａ８０１ 3125ｇ ＢＭヨウリン 250ｇ 

    各追肥 有機入り化成Ａ８０１ 1575ｇ 硫酸加里 48ｇ 
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３ けーさん君 と ならぶ君 

土壌分析の計算を楽にする けーさん君 （分析者向けのソフトです。） 

(1) 土壌分析で得た生の測定値を入力すると、それなりに計算します。 

   安直すぎるので、学生は利用してはいけません。バチが当たります。 

(2)「けーさん君」の分析結果を「できすぎ君」が読み込むことができます。 

(3) 可給態窒素のような試験場的な分析項目の計算シートはありませんので、必

要に応じ付け加えてください。 

(4) 計算式を変更したい場合は、シートの保護を外すことができます。 

(5) 注意 仮比重は入力しますが、計算には利用していません。㎎/100ｇです。 

 

できすぎ君が利用できるように結果を並び替える。 ならぶ君 

(1) 「できすぎ君」の１枚の処方箋に複数年のデータを表示するためには、圃場

ごとに年代順に並び替える必要があります。並べ替えが簡単にできます。 

 (2) 以前は分析結果をならぶ君に入力し取り組むことを考えていましたが、現在

は、単年度の場合はできすぎ君に直接入力します。 
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４ 土壌診断に基づく施肥の方法 ＜＜超重要＞＞ 

（１）分析した年の施肥 

施肥は、栽培暦にある施肥設計（施肥基準）に従うことが重要です。 

では、土壌分析を行った場合の施肥は、どのようにすれば良いのでしょうか？ 

できすぎ君では、土壌分析値と土壌診断基準値（目標値）の差を元肥として

施肥し、理想的な値に修正します。診断基準値を満たせば、植物に必要な養分

は不足しないとの考えです。 

ただし、例外があります。窒素と加里は吸収量が多く元肥だけでは不十分な

ため追肥が必要です。よって、できすぎ君の施肥量の提案を元肥として施肥し、

栽培が始まると施肥設計に記載された追肥を行うことになります。 

 

注意 

「診断基準値を満たせば、植物に必要な養分は不足しない」は、でき

すぎ君の診断基準値にも理由があります。 

一般的に石灰、苦土、加里は塩基置換容量（ＣＥＣ）の 70～80％が

良いと言われていますが、ＣＥＣが 10以下など低い場合は、不足する

可能性があります。 

このため、できすぎ君の診断基準値では、ＣＥＣが 10以下など低い

場合は、塩基飽和度が 100％を超えた設定にしています。土壌からあふ

れた石灰、苦土、加里は、次第に水に溶けにくい炭酸カルシウムなどの

炭酸塩や硫酸カルシウムに変化します。 

 

（２）翌年度以降の施肥 

栽培暦に従って施肥します。 

 

（３）次回土壌分析時の施肥 

可能なら３年後に再度土壌分析を行います。土壌分析値と土壌診断基準値（目

標値）の差を元肥として施肥します。この時の施肥量が栽培暦の施肥量とほぼ

同じであれば、栽培暦の施肥量は適切であることがわかります。 

大きく異なる場合は、栽培暦の施肥量を増減し、翌年度は変更した栽培暦の

施肥量に従い施肥します。 

 

（４）診断基準値の警告 

砂のように塩基置換容量（CEC）が低い場合は、石灰、苦土、加里の土壌診断

基準値（目標値）も低くなり、場合によっては不足してしまう可能性がありま

す。このため、「できすぎ君」では土壌診断基準値（目標値）が一定の値以下に

なると警告が表示されます。 
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（５）追肥の扱いはどうなっているのか 

施肥量の提案は、元肥を施肥した後に目標値になるように考えています。 

追肥は、作物の生育に伴って吸収された養分の補充と考えています。 

作物の生育量は土壌分析値からはわからないので、追肥の量は表示されませ

ん。栽培暦の施肥基準と良質な勘に従って追肥を行ってください。 

 

施肥量よりも、こんな土壌にした「原因」が重要 

 

できすぎ君の処方箋には、なんらかの施肥量が表示されます。 

土壌中の養分が不足する場合は、この処方箋のとおりに施肥したり、過剰の場合

は、流し去ることができれば、当面の問題は解決ですが真の解決ではありません。 

 

なぜならば、土壌の養分が不足や過剰になった原因があるはずです。 

 

養分過剰は、たいてい欲が出て多めの施肥を行った場合や施肥設計がなく大雑把

や雰囲気で施肥した場合、さらに堆肥などの過剰施用によっても起こります。養分

不足は、近年ブームになりつつある収奪型の無肥料栽培が原因かもしれません。 

 

残念ながら多くの場合は、土壌診断の処方箋を見ても原因は推定できません。こ

れが土壌診断ソフトの限界です。 

 

 悪化した原因を解決（反省？）しないとまた同じことになります。 

 

原因を明らかにするには、生育や根の状況を見たり、生産者に話を聞き過去の施

肥管理を推測したり、断面調査をしたり、必要な分析や調査を行うしかありません。 

（生産者の方は、土壌分析結果を持って農業改良普及員や営農指導員、場合によっ

ては農業試験場の職員に相談すると良いでしょう。） 

 

施肥設計を守ったうえで過不足が生じた場合は、施肥設計自体を見直す必要があ

ります。 

 

施肥設計の見直しは、土壌や肥料、栽培に関する様々な知識や経験と数年間の試

験栽培が必要です。 

公的な指導機関（山口県であれば農林水産事務所、他県なら農業改良普及センタ

ーなど）や農協の指導員に相談されることをお勧めします。 
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５ 処方箋の見かた 

できすぎ君の処方箋は以下の 3つの部分(1)(2)(3)(4)に分かれます。 

 

(1) 分析値、診断基準値と評価の部分 

①目標値に対する分析値の評価で、土壌の状態を知ることができます。 

②目標値のうち交換性の石灰、苦土、加里は、土壌ごとに設定されます。 

③設定した参考データと比較できます。(下図では 2000年から 2008年) 

 

容積（体積）当たりで表示、評価しています。 

 

  

診断基準 整理番号 1

様 調査地点

連番 1 地目 水田 面積 5  ａ 電話

分析値

2000 2002 2004 2006 2008

5.4 5.8 5.7 5.7 5.6 6.0 ～ 7.0 やや低い
2.6 2.5 2.5 2.4 3.0 3.0 ～ 5.0 適切

0.13 0.14 0.14 0.14 0.16 0.15 ～ 0.17

11.5 10.5 10.3 10.1 11.0 10 ～ 12 一般的に１０～１２
9.1 9.5 11.1 10.8 10.2 5 ～ 10 適切

8.5 9.2 8.1 10.0 8.2 12 以上

66.8 64.5 60.7 59.0 55.1 92 ～ 112 塩基類不足

交 石灰　（mｇ/100cm3） 113.0 127.0 102.0 132.0 102.0 158 ～ 193

換 苦土   (    〃     ) 24.0 25.7 22.7 21.4 15.2 29 ～ 36

性 加里　 （    〃　  ） 21.6 6.3 7.1 6.0 6.1 21 ～ 25

-

3.4 3.6 3.2 4.4 4.8 2.0 ～ 6.0 バランス適切

2.6 9.5 7.5 8.3 5.8 2.0 ～ 4.0 バランス悪い
25.4 16.1 23.0 16.3 20.1 10 ～ 20 燐酸適切

-

1.5 5.8 5.0 8.2 8.4 18.0 ～ 30.0 珪酸不足
0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 ～ 2.0 鉄やや不足

土壌分析の結果 と 処方箋

苦土加里比　（Mg/K）

可給態燐酸 (mg/100㎝3)

加里不足

石灰不足
苦土不足

塩基飽和度  ( %) 3成分

石灰苦土比　（Ca/Mg）

塩基置換容量CEC (me) 保肥力はやや低い

可給態窒素 (mg/100㎝3)

炭素／窒素比 (C/N)

　栽培品目 水稲

全窒素     (ｗ/ｖ %)

腐植     　 (ｗ/ｖ %)

 評　　価

2019年1月1日

083-900-0000

いけいけ農林事務所農業部

水稲　（普通土）

可給態珪酸  (mg/100㎝3)

遊離酸化鉄   (w/ｖ　%)

秀忠

ｐＨ　(ﾍﾟｰﾊｰ)

分　析　項　目

腐植に対し適切

　あそこ

参　　考　　デ　　ー　　タ
診 断 基 準 値
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 （２）改善のための施肥の提案部分 重要！ 

①土壌を改良するための施肥量を知ることができます。 

(下図では、炭カル(炭酸石灰)を 82㎏施肥する必要があります。) 

②赤字(マイナスの数字)は、その肥料に換算した過剰な量を示しています。 

(下図では「－76㎏/10a 28重焼燐」なので、肥料の 28 重焼リンに換算し

て 76㎏分ほどリン酸過剰であることを示しています。) 

③下部には、堆肥や鶏糞、含鉄資材などの施肥の条件が表示されます。 

④土壌や鶏糞の窒素を利用して、窒素を含む肥料の施肥量を削減できます。（緩

効性肥料を除く） 

⑤土壌分析値から提案できる施肥量は元肥のみです。ものすごく窒素や加里が

多くない限りは、追肥は施肥基準に従った施肥量とタイミングになります。 

 単位面積当たりの施肥量(㎏/10a) 

 

  

また、圃場の面積を分析結果と共に入力してあれば、圃場単位の施肥量が示されま

す。 下表は、圃場面積が５ａだった場合の施肥量です。 

 

 処方箋の横にあるボタンを押すと、 新しいウインドウが開き 

①単位面積当たり(kg/10a)と  

②対象圃場での施肥量 を切り替えることができます。 

 

 

 

 圃場面積の入力をしなかった場合は、単位面積当たり(kg/10a)の施肥量のみが表

示されます。 

 

 

 堆　肥 　 施用量 1,000

 鶏  糞    施用量 0

含鉄資材 施用量 100

肥料の種類

りん酸質肥料 -76

加里質肥料 49

石灰質肥料 82

苦土肥料 27

けい酸質肥料 34
緩効性肥料 60 60

注３　一律の量の含鉄資材を施用する。　(肥効計算）

Kg/10
a

 慣行

Kg/10
a

元
肥
の
提
案

作土深15 cm  仮比重1 で計算

注２　鶏糞無施用
pH規制値　7.5注１　一律量の堆肥を施用する。　（窒素以外の肥効計算）

ミネラル G  (注 3）

コメント

基本
資材

最後は気合  (注 1）

ＬＰＳＳ複合 522号

ケイカル（粒）（3倍率）

新しい元肥量（案）(マイナスは過剰量）と　肥料名

マグゴールド

炭カル

28重焼燐(1.0倍率）

珪酸加里
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 圃場面積の場合は、肥料の重さをトンやグラムも選択できます。設定は面積と同

様に「分析結果の入力、修正(読み込み)」で行います。 

面積 ： 坪、アール、ヘクタール、エーカー 

施肥量： g、Kg、ｔ で示すことができます。 

 

 圃場面積当たりの施肥量(㎏/圃場面積  この場合は 5a) 

 

（３）図（グラフ）による土壌の状況の表示 

①複数の処方箋の図を連続的に動かし、傾向を知ることができます。 

②下図では表示されていませんが、不足の可能性が高い場合は図の下に不足の

警告が表示されます。 

③良いか悪いか判断するために、判定点が示されます。 

 判定点は、最低が 15点です。また、表示させないこともできます。 

  

 堆　肥 　 施用量 500

 鶏  糞    施用量 0

含鉄資材 施用量 50

肥料の種類

りん酸質肥料 -38

加里質肥料 25

石灰質肥料 41

苦土肥料 13

けい酸質肥料 17
緩効性肥料 30 30

注３　一律の量の含鉄資材を施用する。　(肥効計算）

 ｋｇ／
圃場

（面積5
ａ）

 慣行

 ｋｇ／
圃場

元
肥
の
提
案

作土深15 cm  仮比重1 で計算

注２　鶏糞無施用
pH規制値　7.5注１　一律量の堆肥を施用する。　（窒素以外の肥効計算）

ミネラル G  (注 3）

コメント

基本
資材

最後は気合  (注 1）

ＬＰＳＳ複合 522号

ケイカル（粒）（3倍率）

新しい元肥量（案）(マイナスは過剰量）と　肥料名

マグゴールド

炭カル

28重焼燐(1.0倍率）

珪酸加里



11 

 

（４）施肥計算の表（施肥計算の内訳を示す表） 

処方箋の施肥の提案によって、どの肥料(堆肥・鶏糞)からどういう養分

が、どのくらい供給されるかがわかります。 

  

 

←処方箋中ほど横のボタンで表示されます。 

一般的には、できすぎ君の施肥計算が怪しいと思った場合に見てくださ

い。不思議にあっています。 

 

 

 

秀忠   1 　あそこ の土壌養分の状態 窒素 － - - 燐酸 加里 石灰 苦土 珪酸

2.2 － － － 15.0 22.8 175.6 32.3 18.0

- － － － 20.1 6.1 102.0 15.2 8.4

－ － － － 5.1 -16.7 -73.6 -17.1 -9.6

- － － － 7.7 -25.1 -110.4 -25.7 -14.4

－ － － － 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0

-2.2 － - - 7.7 -25.1 -110.4 -25.7 -43.2

施肥により増加する養分 kg/10a

施肥の計算表　(作土厚、仮比重計算
済み）

注意　緩効性肥料（被覆肥料）から
は、窒素の削減をしません。

施肥量 窒素
うち速効
性窒素

うち緩効
性窒素

うち有機
態窒素

燐酸 加里 石灰 苦土 珪酸

緩効性肥料  306 ＬＰＳＳ複合 522号 60 9.0 2.2 6.8  7.2 7.2    

         

         

         

堆肥 最後は気合 1,000 －   6.4 8.0 4.8 2.4  

鶏糞 コケコッコーV 100 0.8   0.8 5.0 2.7 16.0 1.0  

含鉄資材  1602 ミネラル G 100       47.0 3.0 19.0

りん酸質肥料  1401 28重焼燐(1.0倍率） -94          

加里質肥料  1502 珪酸加里 36      7.1  1.4 10.7

石灰質肥料  1208 炭カル 39       20.9   

苦土肥料  1303 マグゴールド 25        15.9  

けい酸質肥料  1103 ケイカル（粒） 48       21.7 1.9 13.5

9.8 2.2 6.8 0.8 18.6 25.1 110.4 25.7 43.2

3.0 8.0

速効性＋
有機窒素

- - 燐酸 加里 石灰 苦土 珪酸

-2.2 － － 7.7 -25.1 -110.4 -25.7 -43.2

3.0 - - 18.6 25.1 110.4 25.7 43.2

0.8 - - 26.2 0.0 0.0 0.0 0.0

1.0 － － － 1.5 － － － 3.0
0.0 － － 11.3 3.4 26.3 4.9 54.0

2.2 － － 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.8 － －

3.0 － －

－

肥料の種類の妥当性　　＜＜基準の上限値を超える場合は、超える成分をなるべく含まな
い肥料（副成分の少ない肥料）に替えます。＞＞　　処方箋の「施肥の提案」の量は、目標値

までの量です。上限値や下限値までの量ではありません。
ー

   窒素は、「元肥の鶏糞からの窒素」

   窒素は、「元肥として効果が期待できる窒素の合計」

－

必要量A（補正した過不足量に施肥倍率をかけた値）　　：プラス（正の数値）は過剰

目標値 kg/10a（作土深10㎝ 仮比重1 診断基準値の平均値）窒素は元肥の速効性と有機の窒素

施肥前の土壌養分量 kg/10a（作土深10ｃｍ）　分析値

過不足量 kg/10a　（土壌養分-目標値） ＋過剰　－不足 （窒素：うち有効な量）

補正した過不足量（過不足量×作土深（15）/10×仮比重）　窒素:上記窒素の補正量

施肥倍率（燐酸　珪酸のみ）

肥料、たい肥、鶏糞から加わる養分量の合計

施肥前の状況　＜＜土壌中に養分が診断基準の目標値以上ある場合は、施肥
は不要です。＞＞

- －

施肥から土壌に加わった養分（成分ｋｇ/10a）

リン酸は
土壌中に
十分あり
施肥は不
要

施肥でき
ます。

施肥でき
ます。

施肥でき
ます。

施肥でき
ます。

－ －

施肥後の過不足　(プラスは過剰）

速効性窒素＋有機由来の窒素　＜元肥としての窒素量＞ ％　←肥料中の有機質由来窒素の割合（鶏糞由来窒素を含む）

施肥後に基準の上限値を超える量　（プラスが過剰）   窒素は、「元肥の速効性と有機由来窒素」

処方箋に示される肥料の過剰量は、この値↑で計算しています。

問題なし 問題なし 問題なし 問題なし

リン酸が
少ない肥
料への変
更が望ま
しい。

施肥倍率

必要量A（補正した過不足量に施肥倍率をかけた値）　　：プラス（正の数値）は過剰

肥料、たい肥、鶏糞から加わる養分量の合計　＜窒素は、施肥の速効性と有機態窒素の量＞

施肥後の土壌養分の過不足　（プラスは過剰）

目標値から基準上限値までの量×施肥倍率（燐酸、珪酸のみ）   窒素は、「土壌からの窒素」
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 （５）度数分布グラフの表示 

度数分布グラフは、通常は重過ぎるため、

非表示ですが、処方箋下右にあるボタン

を押すと表示されます。 

 

左のｐＨの度数分布グラフによれば、 

上から 

5.25＜ｐＨ＜＝5.50 の圃場が１ 

5.5 ＜ｐＨ＜＝5.75 の圃場が４ 

5.75＜ｐＨ＜＝6.00  の圃場が９ 

あることがわかります。 

 

処方箋に示された圃場は、赤い棒の 

6.25 ＜ｐＨ＜＝6.5 の 6圃場中のひとつで

す。 

 基準値は 5.5＜黒枠で囲み＜＝6.5の範囲

にあります。 

(処方箋には、5.5-6.5とあるので少し紛ら

わしいことに注意。) 

 

もし現在の処方箋にデータや基準値がな

い場合は、赤い棒や黒い枠は表示されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

全くデータがない場合や、品目によって不

要な項目のグラフの棒は表示されません。 

グラフの枠は表示されます。 
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Ⅱ できないこと 
 

(1) 一切の責任を持てません。また、補償もできません。 

できすぎ君、けーさん君、ならぶ君は、利用者の責任でお使いくださ

い。関連する全てのことを含め、いかなる補償及び関知をしません。 

 

(2) 土壌分析からは、一作分の窒素量や追肥の量は、計算できません。 

生育に必要な１作分の窒素量や追肥の必要量は、生育量や目標収量の

影響を受けるため、栽培前の土壌中の養分量からは計算できません。 

 

(3) 複数の作物が混在した診断はできません。１ファイルに１品目となります。 

適用できる診断基準はひとつだけなので、水稲とトマトなどの診断基

準値が異なった作物の混在するファイルでは評価できません。 

 

(4) できすぎ君の中身は、変更できません。 

「できすぎ君」は、結果的に変更に変更を積み重ねているため、作成

者でも？？？なほど ザツ 複雑です。１行でもずれたり、なくなったり

すると動かなくなります。 

このため、誤って壊してしまわないように、必要な部分以外は変更で

きないようにしています。 

 

(5) 分析方法によっては利用できません。 

下表の左側３つの分析（抽出）方法は、ほぼ利用可能です。 

Ａの分析方法はある程度利用できる可能性がありますが、Ｂの分析方

法は利用できません。 不明な場合は分析機関にお問い合わせください。 

 

 

分析機関 常法 山口県
全農分析セン

ター
A B

ｐH 1対2.5水 1対2.5水 推定値
EC 1対5水 1対5水 推定値

腐植 燃焼法
燃焼法
チューリン

熊田SPAD法 燃焼法

ショーレンベル
ガー

ショーレンベル
ガー

振とう法 振とう法 振とう法

PH7　１N酢安
抽出　8ｇ/100
㏄

PH7　１N酢安
抽出　8ｇ/100
㏄

PH7　１N酢安
抽出　2.5ｇ/25
㏄×２回

0.05M酢安抽
出+SrCL　1ｇ
/200㏄

1M-NaCL
1g/20㏄

CEC 10％NaCL 10％NaCL 10％NaCL 10％NaCL 推定値

燐酸 トルオーグ法 トルオーグ法 トルオーグ法 トルオーグ法
1M-NaCL
1g/20㏄

リン酸吸収係数
リン酸アンモン
24時間

リン酸アンモン
24時間

リン酸アンモン
30分

リン酸アンモ
ン

硝酸態窒素 水抽出

アンモニア態窒素 10％-KCL

1対５水

塩基(石灰など）

１M-KCL
塩化ナトリウム
+酢酸ナトリウ
ム抽出

１M-KCL
1M-NaCL
1g/20㏄
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Ⅲ  困ったとき 

１ 動かない！ 

（１）最初から動かない。 

①マクロを有効にしないと動きません。⇒次の「２マクロを有効・・・」へ 

念力だけでは動きません。 

非常に運が悪いとマクロを有効にしても全く動かないことがありま

す。再度、新たな「できすぎ君」をダウンロードしてください。 

 

②Excel 2016 for Mac では動きません。 

Mac版は Windows版と一部のマクロが異なるため、動きません。 

  

 (２) Excelが動かずにエラーが出る。重要！ 

アドインに分析ツールがあると、エクセルが停止することがあります。 

⇒右上の×の横の□をクリック＞ファイル＞オプション＞アドイン＞設定

＞分析ツールと分析ツール VBAのチェックをはずしてください。  

 

 (３) Excel 2013 と 2016 なかなか動かない。立ち上がりが遅い。  

Excel 2013と 2016では、立ち上がりに時間がかかります。これはエクセ

ルの特徴です。Excel 2013と 2016の場合は、なにもせずに待ってください。 

 

（４）予想しない動きをする。 

暴走モード突入ではありません。Excel のバージョンを調べてください。

Excel 2002や 2003では動きません。 

 

(５) ボタンを押しても次にいかない。 

数字などの入力後にキーボードの「Enter」キーを押さないと、入力が完

了しないため次に行けません。「Enter」キーを押し手下さい。 

 

 （６）そのほか動かない 様子が変 顔色が悪い 

①表紙から一括保存を行い、ファイルを保存します。 

②山口県のホームページから新たな「できすぎ君」をダウンロードし、 

③できすぎ君の表紙から先ほどのファイルを「一括読み込み」します。 

④まったく同じものが再生できています。 
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２ マクロを有効にする方法がわからない。（マクロが動かない。） 

Ａ ＜Excel 2007 の場合＞ 

(１) マクロを有効にする方法 

左上にやや下に「セキュリティの警告」の横のオプションボタン＞セ

キュリティの警告 マクロと ActiveX＞このコンテンツを有効にする。 

 

(２) 上記の“セキュリティの警告が表示されない場合”は設定を変更する。 

①画面左上の丸い Office ボタンをクリックします。 

②展開されるメニュー右下の [Excel のオプション] をクリックします。 

③セキュリティセンター＞セキュリティセンターの設定＞マクロの設定

＞“警告を表示して全てのマクロを無効にする。“を選択し、再度フ

ァイルを開く。 

 

Ｂ ＜Excel 2010 2013 2016 の場合＞ 

(１) マクロを有効にする方法 

マクロの有効化は、画面左上部のセキュリティの警告のコンテンツの

有効化をクリック  

 

(２) 上記の“セキュリティの警告が表示されない場合”は設定を変更する。 

画面左上のファイルタブをクリック＞展開されるメニューのオプシ

ョン＞セキュリティセンター＞セキュリティセンターの設定＞マクロの

設定＞「警告を表示してすべてのマクロを無効にする。」を選択左上にや

や下に「セキュリティの警告」の横のオプションボタン＞セキュリティ

の警告 マクロと ActiveX＞このコンテンツを有効にする。 

 

３ 分析結果で入力した値と処方箋の分析値が異なる。 

処方箋の分析値は仮比重を加味しています。分析結果で入力した値は加

味していません。火山灰土は仮比重が自動的に変わります。リン酸吸収係数

が高いと火山灰扱いになり仮比重が自動的に変わります。 

処方箋の中段に記された仮比重の値を確認してください。 

 

４ 施肥量の計算結果が、なんか変とか以前と異なる場合の確認場所 

(1) まずは施肥量の計算の内訳を知る。 

「５ 処方箋の確認」の「施肥の表」を確認します。 

思っていた以上に計算通りだと思いますが、施肥量の計算は複雑なた

め、一部の肥料に過剰が出る場合があります。 



16 

 

(2) 診断基準値が異なっていないか確認する。 

① 作目が異なる。 

② 火山灰土なのに非火山灰土の診断基準値を利用 

③ 土壌中の窒素の利用方法が異なる。 

④ 診断基準値が変更されている。 

(3) 作土の深さや仮比重が異なっていないか確認する。 

(4) 利用する肥料が異なっていないか確認する。 

(5) たい肥や鶏糞の設定が異なっていないか確認する。 

(6) 珪酸質肥料や含鉄資材の利用の有無が異なっていないか確認する。 

(7) CECごとの塩基飽和度が異なっていないか確認する。 

特に、以下の場合は自動で変わるので注意 

 

「３ 診断基準値の入力」＞「3-2 塩基関係の基準値の変更」＞「参

考にする基準値(塩基・CEC)の入力(修正)」を選択した場合 

 

何も変更せずに「3-2 塩基関係の基準値の変更」に戻っても、「3-2 

塩基関係の基準値の変更」は、「参考にする基準値(塩基・CEC)の入力(修

正)」の値に変更されているため、計算結果が変わります。 

これを防ぐには、「3-2 塩基関係の基準値の変更」に戻るときに、

「いいえ（変更しない）」を選択してください。 

 

もし、「はい」を押した場合

は、右図のお助けボタンを押す

と変更前の値に戻ります。 

 

５ 評価欄は「適切」の評価でも、新しい施肥量が提示されるのはなぜ？ 

評価欄の基準値の評価は、目標範囲から少し幅をもたせています。下限

より若干少ない、上限より若干多い場合も適正と判断されます。 

施肥量の計算は、診断基準値の上限と下限の中間値でコンピュータ様が

厳密に計算しています。このため、土壌の値が診断基準値の適正な範囲に

あっても、施肥量の改善案は表示されます。施肥量が少ない場合は無視さ

れても結構です。 

 

６ 窒素を含む元肥の施用量が勝手に削減されてしまう。 

 (1) 土壌中の無機態窒素量（硝酸態窒素）による削減 

「基本的な基準の設定」で「硝酸態窒素の扱い」の「削減する。」をチ
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ェックすると、土壌中の無機態窒素が多い場合に窒素を含む化成肥料の

施肥量が削減され、施肥量が処方箋の施肥の提案に表示されます。 

 

(2) 鶏糞による窒素の削減 

「４堆肥、鶏糞、含鉄資材の施用量」の設定で、「元肥の窒素Ａを鶏糞

の窒素Ｂで削減する」を選択すると削減します。 

 

(3) 牛糞堆肥の窒素では、元肥の窒素を削減できない。 

牛糞堆肥は、鶏糞と異なり窒素が緩やかに発生するので、地力窒素と

して考え、元肥の速効性窒素の削減には利用できません。 

 

７ 土壌中の窒素が多いのに、被覆肥料が削減されない。 

肥料は肥効の速さから速効的な肥料と遅効的な肥料に分類されます。

遅効的な肥料は、窒素質肥料では被覆肥料、リン酸質肥料では熔燐、加

里質肥料では珪酸加里が有名です。 

被覆肥料の窒素は、元肥として働く速効性の窒素と追肥として働く緩

効性の窒素に明確に分類できますが、速効性の窒素だけを削減すること

ができないので、たとえ土壌中に窒素が多くあっても削減していません。 

窒素の肥効の速さを分類すると、速効性の窒素、有機質由来窒素、Ｃ

ＤＵやＩＢ化成の窒素、被覆肥料の窒素の 4 種類です。被覆肥料以外の

肥効は１か月程度なので、肥効が人為的に調整できる被覆肥料のみを緩

効性窒素として扱っています。 

ただし、被覆肥料の中にも３０日で８０%の窒素が溶出するタイプやパ

サパサの油粕を除いた有機質肥料は低温下では溶出開始が遅くなるなど

例外には注意が必要です。 

 

８ 新しい施肥量が ０ になる・・・・なぜ？ 

  下記の三つの条件を満たせば、不足、過剰にかかわらず施肥量が０になり

ます。施肥量を０にしたくない場合は、診断基準の規制値や上限値を高く

設定します。 

 

 (1) ｐＨ規制値にひっかかつた。 

酸性土壌がよい茶園など、現状以上にｐＨを上げたくない場合があり

ます。基本的な診断基準の設定で土壌ｐＨの規制値を設定すると、ｐＨ

が規制値を超えると、石灰、苦土、珪酸、含鉄資材の施用量が０になり

ます。過剰な量は参考のため、マイナスで表示されます。 
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ｐＨに係わらず施肥したい場合は、ｐＨ規制値を故意に高くしてくだ

さい。 

 

(2) 腐植の分析値が上限値を越えると、堆肥の施用量が０になります。 

堆肥の過剰施用は、養分の過剰集積や物理性の悪化を招きます。堆肥

の施用と土壌の腐植含量は関係があるので、腐植の値で堆肥の過剰施用

を判断しています。 

注意すべきは、最初から腐植の高い土壌です。クロボクなどの色の黒

い火山灰土壌では、堆肥の施用履歴とは無関係に腐植を多く含みます。

この腐植は安定した腐植（微生物が有機物を食べつくした残り物）のた

め、微生物を豊富にするためには、エサとなる炭素（堆肥）の施用が必

要になります。腐植の基準値は、安定した腐植（クロボク）か、否かを

考慮して決めることが重要です。 

 

(3) 遊離酸化鉄の分析値が上限値を越えると、含鉄資材の施用量が０になり

ます。必要以上に土壌中にあっても無駄なだけです。 

 

９ 珪酸質肥料の施肥量は、土壌の計算がいくら過剰でもマイナスはでない。 

他の肥料では過剰になるとマイナスで表示されますが、珪酸質肥料は過剰

害があまりないことと山口県内では不足傾向が強いこともあり、処方箋の施

肥の提案にはマイナス（不必要にある量）は表示されません。また、施肥倍

率を設定できるほか、珪酸が未分析でも仮の分析値で計算が行われます。 

これらは「３診断基準値・・」の「その他の・・」で変更できます。 

 

１０ 診断基準値が勝手に変わる。 

（１）リン酸吸収係数によって土壌の診断基準値が火山灰土用に自動で変わる。 

診断基準値は作物ごとに一つのファイルがあります。その一つのファ

イルの中に普通の土壌と火山灰土壌の診断基準値があります。 

どちらの診断基準値を使うかは、以下の順位によります。 

リン酸吸収係数＞分析結果シートの個別設定＞診断基準値の設定 

たとえば、診断基準値を火山灰土壌の基準値に設定しても、個別設定

を火山灰土壌にしても、リン酸吸収係数が低い場合は、普通土壌の基準

値に自動的になります。 

 

（２）石灰、苦土、加里の診断基準値が、土壌で異なる。 

これらの診断基準値は測定した土壌のＣＥＣに適した値に自動的に変
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わります。このため、土壌ごとに異なります。 

 

１１ 仮比重や珪酸を分析していないのに、計算される。 

   仮比重や水稲のケイ酸のように重要なものは、分析値がなくても仮の値

が適用され計算が行われます。仮比重は１ ケイ酸は 10㎎/100ｇです。 

 

１２ 横方向に画面からはみ出してしまい表示ができない。 

   右上×の横の□をクリック＞表示＞ズームで、倍率を調整してください。 

 

１３ 処方箋の新しい施肥量に肥料の種類や名前が表示されない！ 

①「利用する肥料の設定」の「窒素を含まない肥料」は、利用しなくとも全

ての種類で何らかの肥料を選択してください。選択しない場合は、施肥計

算がうまくできません。 

②ＣＥＣや塩基の分析値がない場合は計算ができないので、肥料名が表示さ

れません。 

 

１４ シートの保護をはずしたい野望がある。 

数式やリンクを守るために、シートは所定の場所以外は入力できない状態

にしています。野望は我慢してください。 

 

１５ 一枚の処方箋に参考のデータが表示できない。 

①データセット数が適切ではない。 

基本設定でデータセット数を修正する。 

②処方箋のデータがずれる場合 

結果のデータがワンセットすべて欠測していて、欠側値の代わりに

空欄の行が挿入されていない。（ならぶ君の利用を見てください。） 

 

１６ データを入力したのに分析値やグラフが表示されない。 

①遊離酸化鉄や珪酸は、水稲以外の作目では自動的に非表示になります。 

これらの項目は水稲以外では一部を除き不要な項目であるため、分析

値が入力されても非表示になります。 

表示や施肥量を計算したい場合は、基本設定＞詳細設定で設定します。 

②断基準値が入力されていない。 

     診断基準値を入力してください。 
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Ⅳ できすぎ君の利用方法 

利用方法には、５つのコースがあります。自分にあったコースから利用して

ください。 

Ａ 変更点の操作方法 

１ 仮比重を用いた容積（体積）での表示 

２ 肥料名の一部で肥料を検索する。 

３ コメントの入力修正 

４ 圃場ごとの施肥量を表示する。 

Ｂ 入門編 スリーステップで、さらっと利用コース 

１ できすぎ君のマクロを有効にする。 

２ ステップ１ 分析結果の入力 

３ ステップ２ 診断基準値の入力 

４ ステップ３ 肥料、堆肥、含鉄資材セットの選択 

５ 施肥計算の表を見てみよう 

Ｃ 初級編 自分好みにするコース 

１ 詳細版で設定をいじってみよう。 

２ 複数のデータを商法繊維表示する。 

３ 自分が使っている肥料を肥料リストに追加する。 

４ 処方箋のグラフ表示の変更 

５ 作土深を設定する。 

Ｄ 中級編 たい肥と鶏糞を利用してみよう 

１ 堆肥の成分で肥料を削減する。 

２ 鶏糞の窒素と成分で肥料を削減してみよう。 

３ 含鉄資材を利用してみよう。  

４ 作土深と仮比重を設定してみよう。 

Ｅ 上級編 診断基準値を作ってみようコース 

１ 診断基準値の基礎知識と注意点 

２ 簡単な診断基準値の作り方 

３ 基本的な基準値、そのほかの基準値の設定 

４ 施肥計算の表を見て肥料を変える。 

Ｆ 施肥設計コース （土壌分析とは無関係に作成できます。） 

(1) 元肥や追肥の施肥成分量がわかる場合に、任意の肥料の元肥や追肥の施肥

量を計算できます。 

(2) 有機由来の窒素の割合を指定し、任意の肥料の施肥量を計算できます。 

(3) 鶏糞や堆肥の成分を反映させたうえでの施肥量の計算もできます。  
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Ａ 変更点の操作方法  
１ 仮比重を用いた容積（体積）での表示 

仮比重の利用方法に応じた入力が必要です。仮比重の利用方法は以下の

３種類です。仮比重の設定や記入がない場合は自動的に仮比重 1で計算され

ます。 

 

（１）一律の仮比重を利用する場合 

「処方箋の確認」の「容積当たり仮比重の選択」で、「一律の仮比重で計

算する」をチェックし、仮比重を入力します。 

（または、「６作土深・仮比重の設定」で、仮比重を入力し選択します。 ） 

 

（２）圃場毎の仮比重を利用する場合 

① 「２分析結果の入力修正」で、圃

場毎に仮比重を入力します。 

② 「処方箋の確認」の「容積当たり仮比重の選択」で、「個々の圃場毎の

仮比重の値で計算する」をチェックします。 

（または、「６作土深・仮比重の設定」で、圃場毎の仮比重を利用する

にチェックします。） 

 

（３）仮比重は用いない 

最初から容積当たりで分析結果が示されている場合に利用します。 

「２結果の入力修正」の「分析結果の単位が重量、容積」 で容積を選

択すると、仮比重は用いない設定になります。 

 

（４）結果の表示と施肥量の計算の関係 

 

結果の表示方

法が重量あたり

でも、容積当た

りでも、施肥量

の計算では、仮

比重を用いた容

積当たりの計算

が行われます。   
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   重さ当たり 100gでの養分量（仮比重 0.5の時の例） 

 
 
   容積当たり 100㎤での養分量（仮比重 0.5の時の例） 

 
 

２ 肥料名の一部で肥料の検索ができます。 

（１）肥料リストの「検索」を選択 

 

 

 

 

 

 

（２）名前や通称の一部で絞り込みます。 

①名称は漢字、ひらがな、カタカナ、英数字で検索できます。 

  「天然・・・」は、「天然」で検索します。「てんねん」は不可 

②略称は、ひらがな、英数字だけで検索できます。 

    「天然・・・」は、「てんねん」で検索できます。 

 

検索例 

肥料名

に「５」

と「かり」

がつく肥

料 

 

 

（３）絞り込んだ肥料をクリックするとリスト中の該当肥料が選択されます。 

（４）似た名前の肥料が多いので、成分などで確認します。  

10.2 5 ～ 10
8.2 12 以上

55.1 92 ～ 112
交 石灰（mｇ/100ｇ） 102.0 158 ～ 193
換 苦土   (    〃     ) 15.2 29 ～ 36
性 加里　（    〃　  ） 6.1 21 ～ 25

塩基飽和度  ( %) 3成分

塩基置換容量CEC (me)
可給態窒素 (mg/100ｇ)

5.1 5 ～ 10
4.1 12 以上

55.1 95 ～ 117
交 石灰（mｇ/100cm3） 51.0 82 ～ 100
換 苦土   (    〃     ) 7.6 15 ～ 18
性 加里　（    〃　  ） 3.1 11 ～ 13

塩基飽和度  ( %) 3成分

塩基置換容量CEC (me)
可給態窒素 (mg/100㎝3)

　肥料リスト　肥料検索または、下の「種類▽」から肥料の種類を選択し、利用する肥料を選び上記の表に番号を入力

番号 種　類   肥料名と略称 　 窒素計 速効窒素 緩効窒素

1 化成・配合・有機質肥料 化成肥料2号 2号 9.0 9.0

2 化成・配合・有機質肥料 化成肥料7号 7号 8.0 8.0

3 化成・配合・有機質肥料 化成肥料13号 13号 3.0 3.0

4 化成・配合・有機質肥料 ＣＤＵ CDU 31.0 31.0

拡大 縮小検 索
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３ コメントの入力、修正ができます。 

施肥の表の下に、コメントを入力できます。 

 

（１）「７処方箋の確認」の「コメントの入力」を押すと、コメントが入力でき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（２）施肥の表の下にコメントが表

示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）コメントの保存を押すと、「2分析結果の入力修正」の右側の欄に保存さ

れます。 

 

（４）「2分析結果の入力修正」の右端にコメント欄からコメントの入力と修正

ができます。同じことを書くときにコピペできます。  
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４ 圃場ごとの施肥量を表示する。 

①面積や重さの単位や圃場の面積は、「２結果の入力修正」で設定します。 

②選択は、「２結果の入力修正」と「7処方箋の確認」画面でできます。 

注意 分析結果の表に面積が未入力の場合は、「10a当り kg」になります。 

 

（１）「２ 結果の入力、修正」画面での選択 

 

①表紙の「２結果の入力修正」から、右のボタン

を押します。 

 

②画面が表示された画面の「圃場の面積に応じた施肥量」をチェック

します。 

③面積と重さの単位を選択します。 

④分析結果の表の圃場毎の面積を入力します。 

 

（２）「7 処方箋の確認」画面での選択 

処方箋の横にある下図のボタンを押しても、「圃場面積当たりの施肥

量」と「単位面積当たりの施肥量」を切り替えることができます。 

 

 

 

 

（３）施肥量の例 

①圃場面積当たりの施肥量の例 （圃場面積１３㎡の施肥量ｇ） 

 
 

②単位面積当たりの施肥量の例  (単位面積 10a当たりの施肥量㎏) 
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Ｂ 入門編 さらっと利用コース 

１ スリーステップで、処方箋を作ってみよう。   

 

(1)「できすぎ君」をダブルクリックして立ち上げます。 

 

(2) マクロを有効にしてください。 

Excel 2010：左上の「セキュリティの警告」の「コンテンツの有効化」

を押します。 

Excel 2007：左上の「セキュリティの警告」のオプションボタンから「こ

のコンテンツの有効化」を選択します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 「同意し、簡単版に進む」を選択します。 

 ※従来の方法に慣れている場合は、詳細版を選択してください。 

 （一括で保存してあるデータを読み込む場合は、どちらでも同じです。） 

設定のほとんどを初期設定値にしてあるものが簡単版です。 

 

(4) 初めて作成する場合は、「初

めての簡単版」を選択します。

設定は既定値になります。 

   保存したデータを利用する

場合は、設定を変更しないよ

うに「次からの簡単版」を選

択します。 
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（5）-1 「初めての簡単版」 

初めてなので「初めての簡単版」を押し、簡単版の表紙（メニュー）

に進みます。ほぼ変わってないように見えます。 

 

 

   

 

 

 

 

 

※「詳細版へ移動」ボタン（上図赤丸）を押すと、簡単版と詳細版（従

来版）を行ったり来たりできます。移動しても変更は維持されます。 

簡単版の設定は、詳細版に移行して変更することもできます。 

本マニュアル７７ページの「Ⅴ 処方箋から見る。できすぎ君の設定

方法」で設定を変更する場所がわかります。 

 

（5）-2 「次からの簡単版」 

作成して保存した「できすぎ君」をふたたび簡単版で使う場合は、

設定値を変更させないために「次からの簡単版」を利用します。 

    使い方（ステップ）は「初めての簡単版」と共通です。 

初めての簡単版の主な設定　　（次からの簡単版は設定を変更しません。）
・レーダーチャート（グラフ）は全て表示する。
・判定点を表示する。
・欠乏する養分を表示する。
・作度深は、圃場ごとの値を利用する。 　　　
　　（値がなければ、15㎝）
・仮比重は、圃場ごとの値を利用する。　　　 
　　（値がなければ、非火山灰土１と火山灰土0.85）
・堆肥は、圃場ごとの量を施用する。
　　（値がなければ0、窒素以外の堆肥の成分で、肥料を削減）
・鶏糞は、圃場ごとの量を施用する。　　　　　
　　（値がなければ0、窒素を含めた鶏糞の成分で、肥料を削減）
・含鉄資材は、水稲のみ一律量を施用する。
　　（含鉄資材の成分で、肥料を削減）
・土壌中の窒素で、元肥の窒素肥料を削減する。
・腐植や鉄の分析結果によっては、堆肥、含鉄資材の施用量をなくす。
・ｐHが既定値より高い場合は、石灰、苦土、珪酸、含鉄資材を施用しない。
・施肥量（ｋｇ）は圃場面積（アール）で計算　
　　（圃場面積がない場合は、kg/10aで計算します。）
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(6) ステップ１ 「２ 分析結果の入力、修正（読み込み）」 

①分析結果の入力 

・この分析結果の表の初期設定は重量当たりです。 

・分析機関が発行した結果が重量当たりなら、この表に入力します。 

・容積当たりの場合は、ボタンを押して単位を変えて入力します。 

 

 

 

参考 

・重量当たりの結果表示（通常はこれです） 

具体的には ㎎/100ｇ me/100ｇ 重量％の単位で表示されます。 

（ｐＨとリン酸吸収係数は単位がありません。ＥＣは mS/㎝）  

 

・容積当たりの結果表示（容積法で分析した場合） 

具体的には、㎎/100㎤ me/100 ㎤ ％（重量/容積）で示されます。 

 

②腐植は、たまに「炭素（ＴＣ）」という名で示されることがあります。 

この場合左のボタンで項目名を変更し入力します。 

 腐植=炭素×1.724   

 

 

 

③参考 別の入力方法として、「けーさん君」、「ならぶ君」、「保存した分

析結果」などを指定して結果を読み込むこともできます。 

 

注意：できすぎ君は国や県などが行う一般的な分析方法（土壌機能モ

ニタリング調査のための土壌、水質および植物体分析法）に準拠し

た分析を前提にしています。分析方法によってはほぼ同じ値が出る

分析方法もあります。不明な場合は、分析機関に問い合わせてくだ

さい。 

 

参考：塩基置換容量ＣＥＣは施肥量を計算するための重要な値です。Ｃ

ＥＣの分析結果がない場合は、施肥量の計算ができません。過去の

ＣＥＣの分析値や近隣の似た管理の圃場の値を流用するのも手で

す。 
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④可能ならば圃場ごとに以下の値を入力します。 

 ・圃場面積（圃場の面積未入力は、10アール当たりキログラムで計算） 

・作土深  (未入力:作土深 15㎝で計算） 

・仮比重 （未入力:非火山灰土は仮比重１、火山灰土は 0.85 で計算） 

・堆肥や鶏糞の施用量 （未入力は無施用で計算） 

（含鉄資材は圃場ごとの施用量の設定ができません。） 

 

・面積の単位と肥料の重さの単位を変更する 

・右図のボタンを押し変更します。  

・初期設定はアールとキログラムです。 

 

 

⑤火山灰土、非火山灰土の選択（下図の赤丸） 

火山灰土はリン酸吸収係数で自動的に判断されますが、アロフェン

テストの結果や勘で一部圃場のみ設定したいときはここで選択します。 

 

 
 

参考 結果の一覧表を編集し印刷する方法 

「分析結果の保存」ボタンを押し、分析結果を保存すると下記のようなエク

セルの一覧表（コメント含む）が保存されます。この保存されたファイルを

使って分析結果だけの表の編集、印刷が可能です。 
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(7) ステップ２「３ 診断基準の

入力」 

①インターネットに接続で

きる環境で、「１診断基準値

を探す」をクリック 

 

 

 

 

②山口県農林総合技術センターの土壌診断基準値の素案のページが表示

されます。必要な基準値をデスクトップなどのわかりやすい場所にダウ

ンロードして保存してください。 

③「診断基準値の取り込み」で、保存した診断基準値ファイルを選択し、

「できすぎ君」へ取り込みます。 

  

④ 黒ボク土壌（火山灰土壌）か普通の土壌(非火山灰土壌)かを選びます。 

黒ボクか不明な場合は、インターネットの「土壌情報閲覧システム」

http://agrimesh.dc.affrc.go.jp/soil_db/で確認してください。 

 

(8) ステップ３「４ 利用する肥料、堆肥、鶏糞、含鉄資材の選択」 

 

Ａ 施肥設計がない場合 

 

１）栽培品目に合わせ、肥

料、堆肥、鶏糞、含鉄

資材のセットを選択し、

「この肥料セットを使

う」ボタンを押します。 

 

２）診断基準値が水稲の場

合は、野菜の肥料セッ

トを選択できません。 

 

 

 

 

http://agrimesh.dc.affrc.go.jp/soil_db/
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３）肥料の修正方法 

①「肥料、堆肥、…の選択」の左下に表示されるセットの肥料を確認し、

他の肥料と交換したい場合 

 

②「この肥料セットを使う」ボタンを押したあとで、セットの修正にあ

る「肥料」ボタンを押します。 

 

③変更したい肥料の新たな番号を入力します。 

  「検索」では、名前の一部で検索できます。 

 

☆重要 窒素を含まない肥料は、計算のために全ての種類で何かの肥料を選択してお

いてください。 

特に苦土肥料は栽培基準に入っていないことが多い肥料です。 

迷ったら、「苦土肥料は 1303 マグゴールド」を設定してください。 

 

④窒素肥料を変更するときは、施用量も変更します。 

（注意 窒素濃度が同じ肥料は変更しなくて大丈夫です。） 

被覆肥料の選択は難しいので専門家に聞きましょう。 

⑤窒素肥料の施肥量がわからないときは、下図の赤丸の「施肥量計算機」

を利用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥施肥量の計算機 

・窒素を含む肥料を変更すると施肥量も変わります。 

・新しく選択した窒素肥料の施肥量がわからないとき 施肥量の計算機

が使えます。 
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・窒素を含む肥料の施肥量が不

明で、施肥する窒素成分量が

わかっている場合は、自分で

計算するか、面倒な場合は施

肥量の欄の上にある「施肥量

計算機」を利用します。 

 

・得られた計算結果を施肥の欄

に入力します。 

 

・右図の場合：窒素成分量 6㎏

は、塩化燐安 1号を 42.9㎏施

肥した量です。 

４）堆肥、鶏糞、含鉄資材の修正方法 

①「肥料、堆肥、…の選択」の左下に表示される含鉄資材を他の含鉄資

材にしたい場合や堆肥、鶏糞の施用量や成分量などを変更したい場合 

 

②「この肥料セットを使う」ボタンを押したあとで、セットの修正にあ

る「たい肥、鶏糞、含鉄資材」ボタンを押します。 

 

③-1 堆肥、鶏糞、含鉄資材を施用しない場合 

・「たい肥、鶏糞、含鉄資材」ボタンを押し、下記のページで「施用しない
⇔する」を押し、施用量をゼロにします。 

 
③-２ 堆肥、鶏糞、含鉄資材を施用する場合 
・「たい肥、鶏糞、含鉄資材」ボタンを押し、「たい肥」などの黄色の枠に、堆

肥名と施用量を入力します。 
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・含鉄資材は、「含鉄資材のリスト」ボタンで選択できます。 

 
④ 施用方法を選択する 
 ・簡単版の初期設定は、圃場ごとの施用量です。 
 ・一律量が良い場合は、一律量を選択します。 
 ・鶏糞の場合のみ、窒素の使い方を指摘できます。 

＜詳しくは中級編を参照＞ 

⑤ 成分や非効率などの詳しい設定は、「さらに詳しい設定から入力します。 
します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 施肥設計がある場合 

入力方法は「Ａ施肥設計がない場合」と同じです。 

① 「肥料」の設定 

・「肥料、堆肥、…の選択」のセットを選択せずに左下の緑の部分にあ

る「肥料」ボタンを押します。 

・施肥設計を見ながら肥料の種類ごとに肥料を選び、窒素肥料は施肥量

を入力します。 

②「たい肥、鶏糞、含鉄資材」の設定 

・「肥料、堆肥、…の選択」のセットを選択せずに右下の緑の部分にあ

る「たい肥、鶏糞、含鉄資材」ボタンを押します。 

・施肥設計を見ながら堆肥、鶏糞、含鉄資材を選び施肥量や成分などを

入力します。 

  

（１）　たい肥の養分を施肥に反映しますか?

はい 反映します。（おすすめ）

いいえ

（２）　たい肥の施用量は決まっていますか？

一律の量を施用する。　　⇒ ｋｇ/10a

土壌の腐植含量が　5％　以上で無施用になります。

下記の圃場の堆肥施用量（分析結果シートのたい肥施用量です。）

圃場ごとの量 ｋｇ/10a

腐植に応じた量 ｋｇ/10a

500

水稲における　たい
肥の基準施用量

1,000

667

0 秀忠
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(9) できあがり「７ 処方箋の確認」で不具合がないか確認します。 
不具合や注意事項があれば、処方箋内か処方箋の左側に赤字で表示され

ます。 
 
 
 
 
 
 
 

(10) 表紙に戻り左側の一括保存ボタンを押し、一括保存します。 
  （「一括保存」ファイルを「一括読み込み」すると継続して作業できます。） 
 
(11）可能ならば、土壌に詳しいと豪語する人や普及員や指導員に了解をもら

い、保存した「一括保存ファイル」をメールで送ります。 
 
(12) 受け取った人は、山口県のホームページから、できすぎ君をダウンロー

ドし、一括保存ファイルを一括読み込みします。これで、お互いに同じ
できすぎ君を見ながら、電話で質問したり、助言をいただくことができ
ます。 

 

(13) 最後に印刷 満足できたら「８ 印刷」で印刷します。 
・印刷対象は、赤枠の「処方箋」「施肥の表」「度数分布グラフ」があります。 
  一般的には、「処方箋」「施肥の表」を印刷します。 
  産地などの分析点数が多い場合は、「度数分布グラフ」の印刷が必須で

す。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・処方箋の PDF 化もできます。（PDF はコンピュータのドキュメント内に上

書きで保存されます。）  

診断基準 整理番号 1

様 調査地点

連番 1 地目 水田 電話

分析値

2008

5.5 6.0 ～ 7.0 やや低い
3.2 3.0 ～ 5.0 適切
13 10 以上
39 63 ～ 76 塩基類不足

交 石灰 　(mg/100g) 108 180 ～ 220
換 苦土   (    〃     ) 15 23 ～ 28
性 加里　（    〃　  ） 9 13 ～ 16

塩基飽和度  ( %) 3成分
塩基置換容量CEC (me) 保肥力は良い

2014年9月15日

083-900-0000

いけいけ農林事務所農業部秀忠

ｐＨ　(ﾍﾟｰﾊｰ)
腐植       　 ( %)

目　標　値  評　　価分　析　項　目

土壌分析の結果 と 処方箋

　栽培品目

　あそこ

水稲　（普通土）水稲

参　　考　　デ　　ー　　タ

加里不足

石灰不足
苦土不足

　（２）　印刷　開始データの選択　（矢印で選択）

番号 調査地点 調査年次

1 あそこ 2008

　（３）　印刷　終了データの選択　（矢印で選択） 　

番号 調査地点 調査年次

26 0 0

氏名

0

氏名

秀忠

処方箋の印刷

施肥の表の印刷

度数分布グラフの印刷

２　処方箋と度数分布グラフの印刷　　（度数分布グラフに、各圃場の値と基準値が表示されます。）

　（１）　印刷対象の選択

一括

印刷

一括

PDF
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２ 施肥計算の表を見てみよう。 

この施肥量の計算はおかしい？と思ったら「施肥計算の表」を見ます。 

①「施肥計算の表」は、表紙の「４処方箋の確認」ページの中ほどから移

動できます。 

②施肥計算の表から、各肥料や堆肥などが施肥改善にどの程度役に立って

いるかがわかります。 

③施肥計算の表は下記の 3つの部分Ａ、Ｂ、Ｃに分かれます。 

 

Ａ 上の部分 土壌中の養分の過不足を計算する部分 

  土壌の測定値と診断基準から施肥可能な状態か計算します。 

 
 

 Ｂ 中の部分 施肥により養分の増加を計算する部分 

どの肥料の成分がどの様な寄与をしているかがわかります。 

例えば、下の表から 

☆加里に影響を与えている肥料は、緩効性肥料と堆肥です。 

☆苦土に大きな影響を与えているのは、炭酸苦土石灰です。 

 

秀忠 　あそこ 窒素
うち速効
性窒素

うち緩効
性窒素

うち有機
態窒素

燐酸 加里 石灰 苦土 珪酸

－ － － － 15.0 14.7 200.0 25.0 15.0

－ － － － 4.6 9.2 108.0 15.4 12.0

－ － － － -10.4 -5.5 -92.0 -9.6 -3.0

－ － － － -10.4 -5.5 -92.0 -9.6 -3.0

－ － － － 1.5 － － － 3.0

－ － － － -15.6 － － － -9.0

－ － － － -15.6 -5.5 -92.0 -9.6 -9.0
施肥でき
ます。

施肥でき
ます。

施肥でき
ます。

施肥でき
ます。

施肥でき
ます。

施肥前の土壌養分の過不足　(プラスは過剰)

施肥前の状況　＜＜土壌中に養分が診断基準の目標値以上ある場合は、施
肥は不要です。＞＞

－ － － －

目標値 kg/10a（作土深10㎝　仮比重1＝診断基準値の中央値）

施肥前の土壌養分量 kg/10a（作土深10ｃｍ）　

不足量 kg/10a　（土壌養分-目標値）

不足量×作土深（10Cm）/10×仮比重

施肥倍率（燐酸　珪酸のみ）

燐酸、珪酸に施肥倍率をかけた値

表紙へ戻る施 肥 計 算 の 表 処方箋の確認 印 刷

施肥により増加する養分 施肥から土壌に加わった養分（成分ｋｇ/10a）

施肥の計算表　(作土厚、仮比重計算済み） 施肥量 窒素
うち速効
性窒素

うち緩効
性窒素

うち有機
態窒素

燐酸 加里 石灰 苦土 珪酸

緩効性肥料  205 LPSS複合 522号 60 9.0 2.2 6.8  7.2 7.2    

         

         

         

堆肥 最後は気合 500 －   3.2 4.0 2.4 1.2  

鶏糞 コケコッコーV 0          

含鉄資材  1102 ﾐﾈﾗﾙ G 0          

りん酸質肥料  1501 28重焼燐（1.5倍率） 19     5.2   1.1  

加里質肥料  1603 珪酸加里 -29          

石灰質肥料  1308 炭酸苦土石灰　 137       75.1 13.7  

苦土肥料  1406 宇部ﾏｸﾞ -13          

けい酸質肥料  1203 ｹｲｶﾙ（粒） 32       14.4 1.3 9.0

9.0 2.2 6.8 0.0 15.6 11.2 92.0 17.3 9.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

うち元肥の速効性窒素の量　(有機質・鶏糞の窒素含む　緩効性肥料由来を除く） ％　←肥料中の有機質由来窒素の割合（鶏糞由来窒素を含む）

施肥から削減できる土壌由来窒素 ％　←土壌由来の速効性窒素の割合

速効性、有機態窒素＋鶏糞由来窒素＋土壌由来窒素　(緩効性肥料由来を除く） Kg/１０a←利用する肥料の入力の速効性肥料と有機質由来窒素の合計量

肥料、たい肥、鶏糞から加わる養分量の合計
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 Ｃ 下の部分 診断基準の上限値を超える量を計算する部分です。 

下記の表から加里と苦土が基準の上限値を超えることがわかります。 

加里や苦土を含まない肥料を利用できれば良い視点で Bの表部分を

見ると、加里は、堆肥、苦土は苦土石灰の影響が大きいことがわかり

ます。よって、加里含量が低い堆肥や苦土含量の低い炭酸苦土石灰が

利用できれば、さらに良いことがわかります。 

もちろん、そんなに都合の良い堆肥や肥料がない場合は、このままで

も OKです。 

 

 

  

窒素
うち速効
性窒素

うち緩効
性窒素

うち有機
態窒素

燐酸 加里 石灰 苦土 珪酸

－ － － － -15.6 -5.5 -92.0 -9.6 -9.0

－ － － － 15.6 11.2 92.0 17.3 9.0

－ － － － 0.0 5.7 0.0 7.7 0.0

－ － － － 15.0 14.7 200.0 25.0 15.0

－ － － － 20.0 16.2 220.0 27.5 30.0

－ － － － 5.0 1.5 20.0 2.5 15.0

－ － － － 5.0 1.5 20.0 2.5 15.0

－ － － － 1.5 － － － 3.0

－ － － － 7.5 1.5 20.0 2.5 45.0

－ － － － 0.0 4.2 0.0 5.1 0.0

処方箋へのお勧め表示 苦土を含まない肥料へ変更　加里を含まない肥料へ変更  珪酸は警告しない。

加里が少
ない肥料
への変更
が望まし

い。

問題なし 苦土が少
ない肥料
への変更
が望まし
い。

問題なし肥料の種類の妥当性　　＜＜基準の上限値を超える場合は、超える成分をな
るべく含まない肥料（副成分の少ない肥料）に替えます。＞＞　　処方箋の「施
肥の提案」の量は、目標値までの量です。上限値や下限値までの量ではあり
ません。

－ － － －

問題なし
施肥後に基準上限値の量を超える量（プラスが過剰）

施肥前の土壌養分の過不足　(プラスは過剰)

肥料、たい肥、鶏糞から加わる養分量の合計

施肥後の過不足（プラスは過剰）

目標値 kg/10a（作土深10㎝　仮比重1＝診断基準値の中央値）

基準上限値 kg/10a（作土深10㎝　仮比重1＝診断基準値の上限値）

基準上限値までの量（作土深10㎝　仮比重1　上限値－目標値）

基準上限値までの量×作土深（10Cm）/10×仮比重

施肥倍率

基準上限値までの量×施肥倍率（燐酸、珪酸のみ）
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Ｃ 初級編 自分好みにするコース 

１ 詳細版で設定をいじってみよう。 

（１）「１ 基本設定（設定一覧）」（下線付き太字は初期設定） 

①連絡先名と電話番号 

②処方箋作成日 

③データ数の設定 （初期設定 １） 

 ⇒変更する場合は、次ページの 3 試しに複数のデータを・・・を参照 

 

 

（２） 「１—３ 詳細設定」 （下線付き太字は初期設定） 

 ＜マニアック？でない限り初期設定のままで良い＞                  

☆ほとんどの設定がここでできます。 

☆項目によりほかのシートでも設定できますが、連動しています。 

①判定点(点数）の処方箋への表示・非表示 （表示する。） 

②養分欠乏の可能性の処方箋への表示・非表示 （表示する。） 

③土壌中の硝酸態窒素（＋アンモニア態窒素）による元肥窒素の削減の有

無（削減する。） 水稲は自動的に削減しないに変更されます。 

④腐植による堆肥の施用制限 （制限する。） 

⑤水稲以外の作物での、珪酸質肥料の施肥の有無 （施用しない。） 

珪酸は、キュウリなどの一部の作物で耐病性が増すと言われています。 

⑥水稲以外の作物での、含鉄資材の施肥の有無 （施用しない。） 

⑦土壌中の遊離酸化鉄による含鉄資材の施用制限の有無 （制限する。） 

⑧ｐＨによる肥料（石灰 苦土 珪酸 含鉄資材）の施用制限の有無 

 （制限する。） 

 

 

　１　連絡先名と電話番号
いけいけ農林事務所農業部 083-900-0000

　下記の黄色のセルの赤字部分を書き換えて下さい。

連絡先名 農林事務所

問い合わせ電話番号

　２　処方箋作成日
2016年1月1日

2016 年 1 月 1 日

　３　データ数の設定　（単年データのみ表示は、「一つのデータ・・・」です。複数年の場合は、「複数のデータ・・・」で設定します。）

　　現在の処方箋の表示状況です。

処　　方　　箋

分析値
2004

ｐH 5.7 6.0 ～ 7

EC　（電気伝導度） -

　　　　 ↑　経年変化や産地の平均値などと比較したい場合に、複数のデータ表示を利用します。

基 準 値

いけいけ 農業部

083-900-0000

分析項目

参　　考　　デ　　ー　　タ

１－２ 処方箋に 複数のデータを 表示する。 応用

処方箋に 一つのデータを 表示する。 基本
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(3) 参考 「１ 基本設定」以外で行う設定 

①グラフ軸の最大値の変更 ⇒ 処方箋の確認画面から設定します。 

②火山灰土、非火山灰土の設定 

③施肥量の計算方法（単位面積あたり、圃場面積あたり）の選択 

 

２ 複数のデータを処方箋に表示してみる。 

(1)「１基本設定」＞「1-2複数のデー

タを処方箋に表示する。」を押す。 

 

(2)上下の矢印をクリックし、参考に表

示するデータ数を４にする。 

 

(3)参考データ、分析値の名前の設定。

＞任意の名前の表示を選択する。 

 

(4)処方箋に表示するデータの名前を

入力する。 

 

(5)処方箋を確認する。 

 

重要 

表示する参考データ数が１なら、

できすぎ君は結果シートのデー

タを２行分ごと読み込むので、1

行分しかない場合は、2行分で

一組となるように、空欄の行が

必要となります。 

（例えば上の表は、中村さん以外は作土と下層がある。中村さんの下層の

代わりに空欄の行を挿入している。） 

   

３ 自分が使っている肥料を肥料リストに追加する。 

肥料リストに利用したい肥料がない場合は、以下の方法で肥料リストに追

加します。 

詳細版＞「利用する肥料の選択」 

(1) 種類の▽から「自分で入力」を選択 

(2) さらに種類の欄に表示される▽から

３　データー数の設定

　　↑　経年変化や産地の平均値などと比較したい場合に、利用します。

複数のデータを 処方箋に表示する。 応用

一つのデータのみを 処方箋に表示する。 基本

１　処方箋に表示する 参考データ の数の設定　（参考データとは、過去のデータ、産地の平均、下層土の値など最大で４データ表示可能）

(1) 　現在の参考データの状況  　　(下の表に数値が表示されないときは、「２　結果の取り込み・・・・」の後に行ってください。）

処　　方　　箋

分析値

2004 2006 2008 望ましい値

ｐH 5.7 5.7 5.5 5.5～6.5

EC　（電気伝導度） - 3.0～8.0

(２)　参考データの数を増減するときは下の矢印で変更してください。

今回のデータだけの場合は、「ありません。」を選択

過去３年分のデータがある場合は、３　を選択します。 　注意　参考データは処方されません。　処方されるデータは右端の 「分析値」 だけです。
下層土のデータがある場合は　１　を選択します。

産地の平均値と下層土のデータがある場合は、２を選択します。

　

表示する参考データ数は 2 　

（３）　参考データ、分析値の名前の設定
　　年数は「分析結果」シートの調査年次から自動で入力されます。

分析結果シートの調査年次 　表示する参考データ数が２の例

下欄の名前を表示

分析値

前回の値 多収圃場 産地平均 下層土 作土

年数の表示が選択されているため、入力不要

　分析結果シートの調査年次を表示します。

  任意の名前を処方箋に表示

参　　考　　デ　　ー　　タ

参　　考　　デ　　ー　　タ

表示する参考データ数は

2 分析項目

　肥料リスト　下の「種類▽」から肥料の種類を選択し、利用する肥料を選び上記の表に番号を入力

番号 種　類 銘　柄(｢くみあい」は省略) 略　　称 窒素計 速効窒素 緩効窒素

503 自分で入力 必ず入力 0.0

504 自分で入力 必ず入力 0.0

505 自分で入力 必ず入力 0.0
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適切な肥料の種類を選択します。 

＜肥料の種類がわからない時は袋を見てください。＞ 

窒素を含む肥料の種類は、「緩効性肥料」「化成・配合・有機質肥料」

の 2種類です。「緩効性肥料」は基本的に 1か月以上の長期間の肥効が

計算できる「被覆肥料(コーティング肥料)」を想定しています。 

「緩効性肥料」に分類された肥料は、元肥と追肥の性格を持つために、

設定に関わらず土壌中の残存窒素や鶏糞の窒素で削減されません。 

IB化成などを「緩効性肥料」として施肥計算したい場合は、「自分で入

力」に肥料の種類を「緩効性肥料」として追加してください。 

 

(3) 肥料の袋を見て「商品名」「成分」などを入力する。 

参考 

肥料の名前は、袋の枠書き内に記入され

ている本名（肥料の名称）と袋に表示され

ている商品名（ペットネームや略称）が異

なっている場合があります。 

通常は商品名で呼ばれることが多いので、

できすぎ君も商品名で表示されます。 

 

右の肥料は、両方とも被覆された窒素肥

料が使われています。 

右上の肥料は、種類に「被覆複合肥料」

と記されており、右下の肥料は原料の種類

に「被覆窒素肥料」と記されていることか

ら、窒素が緩効性の「被覆肥料」であるこ

とがわかります。わからない時は、袋に記

載されたメーカーに聞いてみます。 

 

ちなみに、右上の肥料の肥効期間は名称に

100があるので、温度が 25度のとき 100日

で 80％の窒素が溶出します。 

右の肥料の肥効期間は表示からは不明で

す。（同じ名前の肥料で、40日から 100日

まであります。）600は成分割合の 1桁目を

示していて、肥効期間ではありません。  
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４ 処方箋のグラフ表示の変更 「処方箋の確認」＞各種設定 

処方箋の下のグラフの目盛りを変更することができます。 

①変更方法は、グラフ右の黄色の「各種設定」ボタンを押して、「グラフ

軸の最大値の設定」を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②グラフの目盛りよりもデータが大きいと、グラフをはみ出して表示され

なくなります。この場合グラフの目盛りを大きな値に変更して下さい。 

③初期設定のグラフの目盛りは 150％です。 

 

 

グラフ軸を 100%で表示する

と左図の様になります。 

 

 

 

 

 

 

 

同じデータで、グラフ軸を

300%にした場合、左図の様にな

ります。 
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５ 作土深を設定してみよう。詳細版「６作土深・仮比重の設定」 

作土深は悩むところです。一般的に

は根が多い 15㎝程度が良いと思いま

す。 

 

 

 

作土深を悩む理由 

通常の土壌分析では、結果は土壌 100g当りに含まれる養分を mgで示して

います。この単位（mg/100g）は非常に便利で、作土深が 10cm で仮比重が１

のときに圃場 10a（1,000 ㎡）当りの肥料の量(kg/10a)に等しくなります。

この理由は、圃場 10a（1000 ㎡）で深さ 10cm の当りの土の量は仮比重が１

のとき 100ｔであるためです。（mg/100g＝g/100kg＝kg/100t） 

 

例えば、加里の分析値 5mg/100g は、圃場 10a に加里成分が 5kg あること

になります。加里の基準が 20mg/100g ならばその差の 15kg を施肥すれば良

い事になります。 

実際に作土深を調べる場合は、直径１cm程度の棒を圃場の数箇所に刺して

さして、その深さを作土深とします。 

もし、20cm の作土深なら土の量が 2 倍になるので、不足する加里の量は

15×2＝30kg となり、加里成分として 30kg/10aを施肥することになります。 

30kg の施肥は正しいのでしょうか？ 植物の根の伸長量や吸肥力等の影

響を受けるため、これほど肥料が必要なのかよくわかりません。 

 

例えば、土壌(培土)の量が株当たり２～３Lぐらいしかない高設栽培では、

株あたりの施肥量で計算しています。窒素肥料も作土深を考慮せずに収量や

株数で基準となる施肥量を決めますが、土壌中に残存窒素や可給態窒素が多

い場合に話が見えなくなります。生育に密接に結びつく肥料ほど作土深を考

慮しないか、考慮しても 15㎝ぐらいが妥当なような気もします。 

 

  

　作土深の設定　　（下記の枠内のボタンで選択）

ヒント

一律の作土深 15 Ｃｍ

（初期設定は15ｃｍです。）

作土深(量)を考慮しない。　10㎝

圃場ごとの作土深

参考　圃場ごとの作土深　（分析結果シートより）
農家名 作土深
秀忠
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Ｄ 中級編 堆肥と鶏糞を利用してみよう 

堆肥、鶏糞は不明なことが多いため、複数年かけて少しずつ最適な施用

量を見つけ出しましょう。多ければ良いわけではありません。 

 

０ 堆肥、鶏糞を施用しない場合 

「施用しない⇔する」を押す。

0㎏が表示されます。 

 

 

１ 堆肥の成分で肥料を削減してみよう。 

「堆肥の設定」をクリックします。 

(1) 「堆肥の養分を施肥に反映

する。」とは、堆肥の養分で

元肥の施肥量を削減するこ

とです。肥料から窒素は削減

しません。 

 

(2) 堆肥の施用方法と施用量

を入力します。 

 

(3) 堆肥のリン酸、加里などは、ほぼ化学肥料の肥効に等しい効果を持ちま

す。この肥効率は、研究者によって異なり 60～100です。 

 

(4) 腐植に応じた量は、堆肥の

基準施用量を決めると自動

的に数値が決まります。 

 

(5) 堆肥の成分を入力します。

(袋に表示があります。) 

 不明な場合は、一般的な値を

参考に入力してください。 

(6) 堆肥の窒素は温度の上昇に合わせ、長期間にわたって少しずつ放出され

ます。地力窒素との区別がつかないので、堆肥の窒素は考慮していませ

ん。また、堆肥の窒素の肥効が明確になるほど堆肥を多量に施用すると、

堆肥に含まれる他の養分の過剰が問題になります。 

腐植に応じた量 ｋｇ/10a

腐植に応じた たい肥施用量の基準　（上記のたい肥の基準施用量と　下記の腐植の適正範囲から自動的に設定されます。）

土壌の腐植含量　　％ 2.1　以下 2.1　以上 4以上 5 以上
堆肥施用量　　(kg/10a） 1,000 667 167 0 　

腐植の適正な範囲　　(診断基準値より）　は、 3.0 ％　　 ～ 5.0 ％

測定値(処方箋シートから）

水稲における　たい
肥の基準施用量

水稲以外での　たい
肥の基準施用量

1,000 2,000

667

3.2
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２ 鶏糞の窒素と成分で肥料を削減してみよう。 

(1)「窒素含め反映する。」は、施肥から窒素、リン酸、加里、石灰などを削

減します。 

窒素を削減できる鶏糞は、意図的にチ

ップなどの副資材を混入していないもの

です。多くの乾燥鶏糞や発酵鶏糞が該当

し、速効的な窒素肥料の役割が強いもの

です。 

反面、副資材(炭素)があまり含まれないため、微生物のエサにはならな

いので、堆肥のような土づくりにはなりません。あくまでも化学肥料の代

替肥料として考えます。 

 

(2)「窒素をのぞき反映」は、元肥から窒素を除くリン酸、加里、石灰を削減

します。 

鶏糞を施肥してから 1か月から 1か月半以上たつと窒素の肥効があまり

なくなるため「窒素を除き反映」を選択します。 

また、堆肥と同様に半分程度が副資材からなる鶏糞や長期間堆積発酵さ

せたものは、窒素が少なくなっているため、「窒素を除き反映」を選択しま

す。 

 

(3) 施用量を設定します。 

(2)のように鶏糞の窒素の肥効が期待できない場合は、一律の量を選び

施肥量を入力します。 

 

(1)のように窒素源として鶏糞を利用する場合は、窒素の代替率と肥効

率から施用量を求める方法がお勧めです。 

この方法では、元肥の窒素量が必要なので、「４利用する肥料の設定」

で窒素を含む肥料の選択と施用量を入力してください。 

 

  

（２）　鶏糞の施用量は決まっていますか？

一律の量 ｋｇ/10a 土壌ｐH　 5.5

基準値ｐH上限　 7

参考　下記の圃場の鶏糞の施用量（分析結果シートの鶏糞施用量です。）

圃場ごとに設定された量 0 ｋｇ/10a

窒素の代替率から計算した量　　⇒ ｋｇ/10a 　　詳しくは下記の計算した施用量を参照

20 ％ 　　元肥の速効性・有機質窒素のうち、鶏糞の窒素で置き換える割合

28 ％ 　　鶏糞の窒素のうち、速効性の化学肥料並みの肥効を示す割合

肥効率を設定してください。 肥効率＝ 10 ×　鶏糞の窒素％　　 係数は通常10で良い。

秀忠

100

窒素の代替率

鶏糞の窒素の肥効率

肥効率を直接設定　（測定値がある場合）

0

鶏糞の窒素から肥効率を設定する。　⇒　

（１）　鶏糞の養分を施肥に反映しますか?  

はい 窒素を含め反映します。

   「はい　窒素を除き反映」は、鶏糞を施用してから、栽培まで1か月半以上たつときに選択します。

はい　窒素をのぞき反映

いいえ　反映しません。
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(4) 鶏糞の肥効率 

鶏糞の窒素の肥効率は、鶏糞の窒素％が高いほど高くなる傾向がありま

す。逆に、施用して時間（1か月から 1か月半）が経つと発現する窒素量

が少なくなるので、肥効率を低くします。 

一般的に  鶏糞の窒素の肥効率＝窒素％×10です。 

 

(5) 鶏糞の成分を入力します。 

鶏糞は銘柄（製造業者）によって成分に大きな差があります。一般的に

窒素は肉養鶏で高く、石灰は採卵鶏で高い傾向にありますが、あまり高

くない鶏糞もあります。 

また、副資材が多く、堆積期間が長いほど窒素は低くなります。（＝窒

素の肥効が期待できなくなります。） 

 

参考 

鶏糞は高窒素ほど散布量が少なくて良い。 

鶏糞は、すぐに乾燥させるほど窒素が高くなります。逆に長期間堆積さ

せると窒素が低い鶏糞になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

右の図は、山口県内の鶏糞

に含まれる窒素と無機化率

（肥効率）の調査結果です。 

 

若干？疑問もありますが、

便宜的な肥効率は 

全窒素％×10です。 

 

重要 窒素の低い鶏糞は、燐酸

や加里、石灰肥料として十分利用できます。 

また、副資材の多い鶏糞は、堆肥同様に土づくりに利用できます。 
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３ 含鉄資材を利用してみよう。 

注意 含鉄資材は石灰を含むので、詳細版「利用する肥料の選択」で石灰

質肥料としても選択できます。この場合は、土壌中の石灰量によって施用量

が示されます。含鉄資材の場合は、ｐＨが高いときに無施用になることを除

いて設定した量が石灰量に無関係に施用されます。 

 

水稲が栽培後期の秋になって生育不良になることを「秋落ち」と言います。 

水田の土壌中（湛水するため酸素が少ない土壌）で発生する硫化水素が稲

の根を痛めることが原因です。 

水稲に窒素などの栄養が十分あると根の保護機能が強く働き「秋落ち」に

なりにくいのですが、収穫期に近づくほど食味のために窒素を減らす管理に

なり、秋落ちしやすくなります。 

そこで、根を守る一つの手段として、硫化水素を無害な硫化鉄に変えるこ

とができる水に溶ける鉄(遊離酸化鉄)を増やします。この水に溶ける鉄を増

やす目的で含鉄資材を利用します。 

秋落ちを防ぐためには、含鉄資材に頼るだけでなく、窒素の過剰な削減を

行わないことも重要です。 

なお、含鉄資材は、読んで字のごとく鉄を含む資材ですが、肥料取締り法

上は、普通肥料の「石灰質肥料」、特殊肥料の「含鉄物」か「鉱さい」に分

類されていて、石灰や珪酸の施用効果も期待できます。 

水稲以外の作物は鉄や珪酸は不要であるため、含鉄資材を利用する理由は

ありません。（きゅうりなどの一部品目で珪酸が有効という話はあります。） 

 

参考 

鉄は植物の必須元素ですが、土壌には少しだけ水に溶ける鉄が多量に

含まれているので、鉄の施肥は不要です。鉄の欠乏が起きるのは鉄不足

ではなく、土壌のｐＨが高い場合です。鉄は赤い土ほど多く 15％程度、

少ない灰色の土で 3～5％、高品質な鉄鉱石は 50％以上が鉄です。水稲に

有効な鉄は一般的な鉄ではなく、遊離酸化鉄という種類で基準値は 0.8％

以上です。 

なお、酸素が無くなると鉄は２価鉄イオンとなり水に溶け、植物に害

を及ぼします。麦の湿害は土壌中に酸素がなくなり、有害な水に溶ける

２価鉄が増えることが一因です。 
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(1) 含鉄資材は施用量と資材を決めるだけです。 

 ①資材の決め方 

   「含鉄資材のリスト」ボタンを押し選択す

るだけです。 

 

 

 

(2) リストにない新しい含鉄資材を追加する方法 

  ①新しい含鉄資材の入力 

   含鉄資材の＞さらに詳しい設定＞利用する含鉄資材の選択 

   ＞含鉄資材のリスト＞黄色いセルに名前と成分％を入力 

 

  ②新しい含鉄資材の選択 

資材の選択は、商品名の黄色のセルをクリックすると、ドロップダ

ウンリストがあらわれるので、この中から選択します。 

 
 

(3)含鉄資材の施用量 

  一律の場合は施用量を入力します。 

  遊離酸化鉄のある場合は、分析値に応じた施用量を選択することもでき

ます。 

 

 

  

（2）　利用する含鉄資材の選択　　下記の商品名の黄色のセルをクリックして、ドロップダウンリストから選択してください。

商品名（略称） 窒素計 速効窒素 緩効窒素 有機窒素 リン酸 加里 石灰 苦土 珪酸 鉄 ｱﾙｶﾘ度

粒状ﾐﾈGｽｰﾊﾟｰ2号 48 8 15 10 59

粒状ﾐﾈGｽｰﾊﾟｰ2号　100　kg/10a　施用した
ときの肥料並みの効果が見込める養分量
(kg/10a） 48.0 8.0 15.0 10.0 59.1

TOP

含鉄資材

ミネラル G の量

100 kg/10a

水稲の秋落ちは窒素不足の可能性もあります。

　 鉄の分析値に応じた量

　 一律の量を施用する。

 水稲なので含鉄資材を施肥します。

施用しない⇔する

さらに詳しく設定

含鉄資材の リスト

（1）　含鉄資材の施用量は決まっていますか？

一律の量を施用する。　　⇒ ｋｇ/10a

分析値に応じた量 ｋｇ/10a

土壌の遊離酸化鉄含量　　％以下 0.6 0.8 1.0 2.0 ←上限値 測定値

含鉄資材施用量(kg/10a） 150 100 50 0 0.6

注意　　遊離酸化鉄の診断基準値は、 0.8 ％以上を適切としています。（診断基準値の入力＞そのほかの基準入力＞遊離酸化鉄より）
2.0 ％以上では、施用量は　０　（不要）です。（診断基準値の入力＞同上より）

100

150
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Ｃ 上級編 診断基準値を作ってみようコース 

１ 診断基準値の基礎知識と注意点 

 

(1) 診断基準値と施肥設計の違い 

①診断基準値とは、栽培前の土壌の化学性について理想的な状態を表すもの。 

 

②施肥設計は、目標収量時に作物が 1 作で吸収する養分の量に施肥倍率をか

け元肥と追肥に分けたものです。（施肥倍率は、昔は２倍量と言われました。

ここが農業技術者の腕の見せどころですが、環境保全や施肥コストを意識し

て施肥倍率を１．２倍なんかにしてしまうと、不足が怖くなり夢で黄色くな

った葉っぱにうなされることになります。） 

 

③診断基準値と施肥設計は目的が異なるのですが、診断基準値を満たせば吸

収量を満たす養分が多いこと。かつ、施肥設計通りに施肥すれば、診断基準

値どおりの状態を維持できることが多いため、診断基準値と施肥設計は混同

されやすい部分です。 

なお、土壌診断は 5年に１回の軌道修正で良いという考えは、優秀な施

肥設計を守ることが前提です。土壌診断によって、悲惨な状態が明らかにな

れば原因を改め、場合によっては施肥設計から見直すべきです。 

  

(2）診断基準値作成の大事な話  

診断基準値は土壌の分析方法（抽出方法）によって変わります。 

国都道府県は分析方法がほぼ同じため、診断基準値を参考にできます。 

 

分析方法が異なると診断基準値も異なります。他の診断基準値を参考に

する場合は、分析方法(特に土壌からの養分の抽出方法)に注意が必要です。 
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２ 簡単な診断基準値の作りかた 

できすぎ君で診断基準値を作る目的は二つあります。 

Ａ 既存の診断基準値を「できすぎ君」で利用できるようにしたい。 

⇒下記の(1)～(3)を行います。 

Ｂ 既存の診断基準値を修正したい。 

⇒下記の(1)～(3)に続けて、必要に応じ(4)～(6)を行います。 

 

診断基準値をゼロから作るには少し勇気がいります。 

可能なら土壌が似ている他産地の診断基準値や良く似た作物などの診断

基準値を参考に入力します。その際にＣＥＣがなるべく同じ診断基準値を参

考にするほうが楽です。 

 

 

Ａ 既存の診断基準値を「できすぎ君」で利用できるようにしたい。 

(1) 「3-1基本的な基準値・・・」、「3-3そのほかの基準値・・・」の入力 

最適ｐＨは資料の作成者により若干異なることがあります。複数の資料

を参考にしてください。 

  若干ややこしい部分は、次項の「３基本的な基準・・・」を見てください。 

 

 

(2) 「3-2塩基関係の基準値・・・」の入力 

塩基とは、主に石灰、苦土、加里を指します。これらは、上記の（1）で入

力した項目のように単独ではなく、石灰、苦土、加里の割合とＣＥＣや塩基

飽和度も考慮しないといけないので、少し複雑です。 

 

    参考にする基準値がある場合は、「２ 参考にする基準値・・・」の黄色

のボタンの「参考にする基準値（塩基・ＣＥＣ）の入力」をクリックします。 

 （クリックすると「１ 参考にする基準値の利用の有無」で「いいえ」を選

択していても、自動的に「はい」に変更されます。） 

要参照「参考にする基準値（塩基・ＣＥＣ）の入力」で計算結果が変わる。 



48 

 

 

   参考にする基準値によって、量（㎎/100ｇ）と割合％があります。 

  どちらかを選択して入力してください。 

  ＣＥＣの基準値も入力し「3-2塩基関係の基準値・・・」に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

ＣＥＣは診断基準値の目標値を入力すると、「４ 塩基飽和度の目標値の

設定」の表に自動的に値が入力されます。右にグラフも表示されます。 

 
 

(3) 塩基関係の石灰と苦土の量をスライドバーで合わせます。（加里は自動） 

 

「産地にある診断基準値を「できすぎ君」で利用できるようにしたい。」場

合は、これで終わりです。診断基準値に名前を付けて保存します。  



49 

 

Ｂ 既存の診断基準値を修正したい。 

   これは、さらに以下に分かれます。 

B-1石灰、苦土、加里の量を、割合を変えて変更したい。⇒（4） 

B-2石灰、苦土、加里の量を、割合を変えずに変更したい。⇒（5） 

B-3ＣＥＣの基準値を変更したい。⇒（6） 

 

(4) B-1石灰、苦土、加里の量を、割合を変えて変更したい場合 

①「５塩基バランスの設定」のスライダーで調整します。 

この調整で塩基バランスも変わります。石灰、苦土、加里のうち石灰を

増やせば、他の成分は減少します。またＣａ/Ｍｇ Ｍｇ/Ｋの塩基バランス

（割合）の範囲を大きく外さないよう注意してください。 

参考 Ｃａ/Ｍｇ（カルシウム マグネシウム比）、Ｍｇ/Ｋ(マグネ

シウム カリウム比) カルシウムなどの塩基の単位は重さで

はなく、６×1023個を単位とした個数の比です。 

 

スライダーを動かし、石灰、苦

土、加里の量を増減させます。 

このとき、石灰、苦土、加里の

割合（Ｃａ/Ｍｇ Ｍｇ/Ｋの塩基

バランス）も変わります。 

 

 

 

Ｃａ/Ｍｇ Ｍｇ/Ｋの塩基バラ

ンスの範囲が基準値を外れると、

セルの色が赤くなります。 

 

バランスのセルを赤くせずに、石灰、苦土、加里を希望の量に設定でき

れば大成功です。欠点は、石灰、苦土、加里のすべての量を増やすことはで

きず、例えば石灰を増やせば他は減ることです。 

 

(5) B-2石灰、苦土、加里の量を、割合（塩基バランス）を変えずに変更し

たい場合 

①塩基飽和度で調整します。 

例えばＣＥＣの目標値が 15なら、石灰、苦土、加里の量を見ながら、

ＣＥＣ15 の塩基飽和度を変更していきます。 
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ＣＥＣが 15以外の塩基飽和度を、グラフを見ながら勘で変更します。

（特別な品目を除き、目安として 110％から 60％です。） 

 

塩基飽和度を増やせば、石灰、苦土、加里のバランスを保ちながら、

増減できます。欠点は、塩基飽和度は 120％ぐらいまでしか上げられな

いことと、ｐＨと相関があり、塩基飽和度が高いとｐＨも上がる。低い

と下がる可能性があります。 

 

 (6) B-3 ＣＥＣの基準値を変更したい場合 

「２ 参考にする基準値・・・」 

土壌の種類や土づくりの程度によってＣＥＣの値は変わります。 

参考にする土壌診断基準のＣＥＣと分析結果のＣＥＣがだいたい同

じなら良いのですが、「４ 塩基飽和度の目標値の設定」の表の範囲に

ないか、端っこの場合はＣＥＣと塩基飽和度を変更する必要があります。 

隣の欄ぐらいなら変更する必要はないかもしれません。 

 

①Ｂ-3-Ａ ＣＥＣを増やす場合 

石灰、苦土、加里の入れ物であるＣＥＣを増やすと、塩基飽和度が同

じならば、石灰、苦土、加里の量が多くなります。 

一般にＣＥＣが高いと塩基飽和度は減らしてもよいので、少し塩基飽

和度を減らします。あまりに減らすとｐＨが下がる可能性があるので、

注意が必要です。 

 

1）分析結果などを参考に、産地にあったＣＥＣに変更します。 

 
 

2）「４塩基置換容量に応じた塩基飽和度の設定」で、必要に応じ塩基置

換容量（ＣＥＣ）の上限と下限を変更します。 
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例えば、下図では 0～30ぐらいが対象ですが、ＣＥＣの分析結果が

30～40であった場合は、塩基置換容量ＣＥＣの範囲は 20～50ぐらいが

望ましいことになります。この範囲を適当に区切ります。 

 

 

 

 

 

 

3）「４塩基置換容量に応じた塩基飽和度の設定」の塩基飽和度を右側に

示された「塩基置換容量と塩基飽和度のグラフ」を見ながら、ＣＥＣの

範囲ごとに少し下げます。 

 

ＣＥＣを大きく上げて塩基飽和度を少し下げると、参考にした診断基

準値よりも石灰、苦土、加里の量は多くなります。もったいない気がし

ますが、ｐＨを下げないためには必要です。 

 

② Ｂ-3-Ｂ ＣＥＣを減らす場合 

逆にＣＥＣを下げれば、入れ物が小さくなるので、塩基飽和度が 100％

であっても植物に必要な石灰、苦土、加里の量が欠乏するかもしれません。 

100％を超えると石灰、苦土、加里は逃げていきやすくなりますが、欠

乏症を避けるためには、塩基飽和が 120％でも仕方がない場合もあります。

また、ＣＥＣの低い圃場では、追肥も検討すべきかもしれません。 

 

1）分析結果などを参考に、産地にあったＣＥＣに変更します。 

 

2）「４塩基置換容量に応じた塩基飽和度の設定」で、必要に応じ塩基置換容

量（ＣＥＣ）の上限と下限を変更します。 

例えば、参考にした基準値が 20～60ぐらいなら、ＣＥＣの分析結果

が 5～10 であった場合は、塩基置換容量ＣＥＣの範囲は 0～30ぐらい

が望ましいことになります。この範囲を適当に区切ります。 

 

3）「４塩基置換容量に応じた塩基飽和度の設定」の塩基飽和度を右側に示さ

れた「塩基置換容量と塩基飽和度のグラフ」を見ながらＣＥＣに応じて

高くします。前述したように 120％まで高くしても仕方ありません。 
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参考 現実の分析でＣＥＣが６～１０の範囲にあった場合、診断基準値の目

標ＣＥＣを現実に合わせ８にするか、土づくりの目標として１２を設定

するかは悩ましいところです。しかし、ＣＥＣを１２に設定しても、施

肥計算は圃場ごとの分析値を利用するので、施肥量には影響しません。 

  ただし、「４塩基置換容量に応じた塩基飽和度の設定」の表の塩基飽和

度を変更すると施肥量は変わります。 

 

３ 基本的な基準値、そのほかの基準値の設定は簡単 

 (1) 無機態窒素の扱い 

分析から栽培開始まで長い期間が開く場合に、測定された窒素が全て

有効とはなりません。そのため、80％の係数をかけたり測定値から５㎎

をひいたりします。正しい値は不明で、勘で決めます。 

 

 

(2) 珪酸とリン酸の施肥倍率 

計算で求めた必要量に倍

率をかけた量を施肥します。 

リン酸は火山灰土壌では

固定されやすいため、珪酸

は分析方法が土壌と肥料で

違い過ぎているためです。 

火山灰土壌の判断は、アロ

フェンテストで簡単に調査

可能です。 

 

(3) 塩基（土壌中養分）の最低必要量の設定 

この警告の基準となる最低必要量を入力しておきます。 

 

参考 

塩基置換容量ＣＥＣが小さい場

合に、塩基飽和度を低く設定する

と各塩基の目標値が予想以上に小

5
80 ヒント

４　無機態（硝酸態）窒素による元肥の削減

注１　無機態窒素とは硝酸態窒素やアンモニア態窒素のことです.

残りの無機態窒素に

　　　　　　　無機態窒素の分析値により、元肥の窒素量を削減する。

％の有効率を掛けて計算する。

無機態窒素から mg を除いて、さらに、

２　けい酸の施肥倍率の設定　

3 倍量を施肥

10

２　リン酸の施肥倍率の設定　
　　（１）　燐酸吸収係数を測定している場合　（通常は、このままで良い。）

燐酸吸収係数 不足燐酸の
         ０－５００ 1.0 倍量を施肥

　　５００－１，０００ 1.5 倍量を施肥

１，０００－１，５００ 2.0 倍量を施肥

１，５００－２，０００ 3.0 倍量を施肥

２，０００－ 4.0 倍量を施肥

　　（２）　燐酸吸収係数を測定していない場合　
　 ★普通土（非火山灰土）用の基準です。

施肥倍率　★ 1.5 倍量を施肥

けい酸肥料の施肥倍率

けい酸未分析時の推定値(mg/100g)
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さくなる場合があります。 

このような場合、処方箋とＣＥＣ毎の塩基設定に警告が表示されます。 

 作物に欠乏症の出やすい養分量は、石灰 100mg 以下、苦土 10～15mg

以下、加里 10mg以下（野菜は 10～20mg以下）と言われています。作物

ごとの養分吸収量の目安を参考に設定してください。 
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注意 加里は贅沢吸収するため必要な量がわかりにくい養分です。 

カーネーションは 105.6mg/100g と非常に多い量ですが、ほぼ１年間

の栽培期間でのことなので、追肥で対応することを考えれば、元肥時の

診断基準値はそれほど高くする必要はありません。 

加里の施肥は珪酸加里のような緩効性肥料を用いることや追肥での

対応を考えます。このようなことも考慮して下限値を設定してください。 

 

(4) 養分バランスが原因の欠乏症の可能性を処方箋に表示する。 

他の養分が過剰にあると、吸収の邪魔をされて欠乏症が起きるかも

しれません。 

作目や条件によっては起きないこともあるので、よくわからないこ

とを表示させたくない場合は、チェックを外します。 

 

表示させる場合は、条件が必要です。 

 例えば、窒素とリン酸の量によっては、石灰欠乏が起きやすくなり

ます。 

この場合の条件は下図のように、 

①石灰が１５０㎎以下 

②窒素(無機態)が３０㎎以上 または、リン酸が３００㎎以上 

上記の①と②の条件が満たされる場合に、処方箋に欠乏の可能性が表

示されます。 
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参考１ 

 (1) 診断基準値を新たに作る場合の注意 

診断基準値は、土壌や作物によって異なりますが、診断基準値の項目に

よっては、作物や土壌が変わっても同じ基準で良いものがあります。 

①土壌によって変わるため、注意が必要な診断項目 

ｐＨ、石灰、苦土、加里、塩基飽和度、Ca/Mg、Mg/K 

②水田と畑で異なるため、気にすべき項目 

EC、燐酸、珪酸 

③作物や土壌でほぼ変わらないため、作物による違いをあまり気にしな

くても良い項目 

腐植、CEC、燐酸吸収係数の施肥倍率、硝酸態窒素、遊離酸化鉄、硫

酸根、塩素イオン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

設定に注意が
必要なもの

少し気にすべ
き項目

あまり気にしな
くて良いもの

ｐH ○
塩基
(石灰、苦土、加里）

○

塩基飽和度 ○
Ca/Mg ○
Mg/K ○
EC 　 ○
燐酸 ○
珪酸 ○
腐植(炭素） ○
CEC ○
リン酸吸収係数の施
肥倍率

○

硝酸態窒素 ○
遊離酸化鉄 ○
硫酸 ○
塩素 ○
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（2）石灰、苦土、加里の診断基準値の示し方には３種類ある。 

Ａ：量で示したもの （ＣＥＣに関わらず(圃場の状態によらず)一定） 

石灰 200 ㎎  苦土 25㎎  加里 20㎎ 

Ｂ：石灰、苦土、加里の割合で示したもの （ＣＥＣによって変化する） 

石灰 47.5％ 苦土 8.3％  加里 2.8％ 

Ｃ：ＣＥＣの値ごとに割合で計算し、量でしめしたもの  

ＣＥＣが 15のとき、石灰 200 ㎎ 苦土 25㎎ 加里 20 ㎎ 

 

できすぎ君は、Ｃの診断基準値を用いている。Ｃは、ＣＥＣが１５の

ときにＡ、Ｂと同じ値になるが、土壌によってＣＥＣが異なるので、

土壌ごとに石灰、苦土、加里の診断基準値が異なる。Ａに比べると必

要な養分量をイメージしにくいが、より正確な診断が可能になる。 

 

(3)各塩基の診断基準値を設定するときに必要な項目 

ア目標とする塩基置換容量（CEC)  

イ目標とする塩基飽和度 （塩基飽和度が低いとｐＨは低くなる。） 

ウ各塩基の割合 （Ca/Mg と Mg/K には適正な範囲=バランスがある。）  

 

(4)各塩基の診断基準値(mg)の計算方法 

各塩基の飽和度(%) 

＝目標とする塩基飽和度(%)×各塩基の割合(%) 

各塩基の診断基準値(me) 

＝目標とする塩基置換容量(me)×各塩基の飽和度(%) 

各塩基の診断基準値(mg)＝各塩基の診断基準値(me)×変換係数 

変換係数 

石灰(mg)＝ Ca(me)×28.04  苦土(mg)＝ Mg(me)×20.15 

加里(mg)＝ K (me)×47.1 

 

(5)塩基の考え方 

ア 産地の土壌の塩基置換容量ＣＥＣから診断基準値のＣＥＣを決める。 

イ ｐＨを考えて塩基飽和度を設定する。 

 窒素の施肥によって一時的にｐＨが低下するため、高めに設定する。 

ウ Ca/Mgと Mg/Kのバランスをとりながら、石灰、苦土、加里の量を決

める。作物のカリの吸収量に注意 
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(6) 塩基飽和度と石灰、苦土、加里の量の目安 

(左図 土壌診断の方法と活用 農文協) 

 

普通畑改善目標（地力増進基本指針） 

 

 

(7)ＣＥＣごとの塩基飽和度（案） 

硝酸態窒素が土壌ｐＨを下げている状況を考えると、ＣＥＣが低い場

合は塩基飽和度を高めた方が良い。 

 目標ｐＨ ６．５ 

 

できすぎ君は線形補完を利用しているため、(0)/(130)を設定しています。 

 

(8) バランスは、重視すべきか？ 

 

Ca/Mgは、一般的に 2から 6や

Mg/Kは、一般的に 2から 4とか

2以上とか言われる。 

 

左の試験結果を見ると、厳密

に考える必要はなさそう

な・・・？ 

 

しかし、 

石灰と苦土+加里の吸収量や 

苦土と加里の吸収量 

は反比例するとも言われる。 

（加里過剰で苦土欠が発生） 

  

塩基置換容量 CEC (0) 10 15 20 30 40 60
塩基飽和度　％ (130) 120 110 90 80 65 65

土壌の種類
ＣＥＣ
(meq)

石灰飽
和度％

苦土飽
和度％

加里飽
和度％

塩基飽
和度％

ｐＨ

灰色低地土、
グライ土　他

12以上 70～90

黒ボク土
多湿黒ボク土

15以上 60～90

砂丘未熟土、
岩屑土

１０以上 70～90

65～75 20～25 ２～10 6.0～6.5
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Ｆ 施肥設計コース 自分が好きな肥料を使う。 

一般的な栽培の本にある施肥設計は、元肥、追肥とも肥料成分の量でし

か書かれていません。この肥料成分量から具体的な肥料の施肥量を計算す

ることは、想像以上にハードルが高いです。(単肥なら簡単！) 

このコースは、元肥と追肥の肥料成分量をお好きな肥料の施肥量に変え

る方法を学ぶコースです。以下の①～④で行います。 

 

①対象作物に必要な施肥成分量をあなたの産地の施肥基準や本、雑誌、

インターネットなどで調べます。 

②多くの施肥基準を発見した場合は、目が回ります。 

施肥基準の選択方法：収量や品種、栽培方法、栽培時期、時代、地

域、土壌などに注意し似たものを探します。 

③施肥成分量、堆肥、利用し堆肥料を選択し、窒素肥料のみガイド量に

合わせて施肥量を設定します。計算ボタンを押すと完成。 

④気に入らなければ、肥料の銘柄や堆肥の施用量を変えてみましょう。

満足できたら印刷します。 

 

１ 表紙から「成分量のみの施肥設計から任意の

肥料での施肥設計を作成」ボタンをクリック 

 

 

２ 作物名や栽培時期を入力します。 

 

 

３ 施肥成分量を元肥と追肥に分け入力します。 

追肥は５回まで分けて入力する

こともできます。 

（後で肥料を等分できれば１回

にまとめても問題ありません。） 

 

石灰質肥料や苦土肥料は土づくり肥料とされ、適当に散布されているの

が実情です。石灰や苦土の施肥量まで書いた資料は多くありません。 

露地なら石灰成分 100～200㎏/10a、苦土は 20㎏/10a、ｐＨが適正な施

設では、石灰成分 50㎏/10a、苦土成分は 10kg/10aを施肥すればよいと思

います。 珪酸成分は、野菜などでは不要ですが、水稲では必要です。成

１－２　施肥成分量の入力 インターネットなどに、都道府県の施肥基準が掲載されています。
ヒント 目標収量に合わせて、施肥成分量を加減してください。

窒素 リン酸 加里 石灰 苦土 珪酸

元肥 6 19% 25 8 100 20 15

追肥　1回目 5 0 4

追肥　2回目 5 0 4

追肥　3回目 5 0 4

追肥　4回目 5 0 4

追肥　5回目 5 0 4

追肥の合計 25 0 20

目標成分量の合計 31 100% 25 28 100 20 15

注意　無施用の場合は、0　を、必ず入力してください。

100%

目標の施肥成分量　（成分　ｋｇ/10a＝ｇ/㎡）

窒素の元肥、追肥の割合

81%

追肥間の割合

20%

20%

20%

20%

20%
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分として 20㎏/10a程度でしょう。 

 

４ 使用する有機質由来窒素の割合（量）の設定 

化学肥料由来の窒素の利用が少ないほど、できた農産物が高く評価され

るようです。ニーズに応えるべく有機質由来窒素の割合を設定できるように

しました。（有機質由来窒素への憧れは、アリストテレスのころから連綿と

続くものです。できすぎ君も長いものに巻かれることは得意です。） 

 

 

 

 

 

もちろん窒素量を単純に削減するだけでは、品質や収量が悪化するため、

有機質由来の窒素で補う施肥設計にしています。 

スライドバーを動かして使います。 

 

５ 堆肥の利用について 

「堆肥」は、土づくりのため＝微生物のためにあります。 

堆肥の窒素については、連用すると 30％～40％の窒素が有効ですが、山

口県でいえば春に施用して５？月～７？月までの季節限定でゆっくり作用

します。よって、原則的に、堆肥からの窒素は地力窒素と考え、施肥削減

には利用しません。＜過剰な量の堆肥を連用した場合は、無視できないほ

どの窒素が発生します。＞ 

堆肥の窒素のボタンは、いろいろ事情のある方がお使いください。 

堆肥に含まれる成分量は、袋の裏に記載があります。 

水分について、何も書かれていない場合は現物表示です。 

乾物表示の場合は、その旨の記載があります。 
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６ 鶏糞の利用について 

鶏糞の定義があいまいですが、副資材をあまり含まない鶏糞は、非常に

化学肥料に近い肥料です。しかし、炭素が少ないため土づくりにはあま

り・・・です。 

堆肥と違って、鶏糞の窒素は化学肥料並みに有効です。もし、堆肥の真

似をして窒素をすべて空中に飛ばした作り方をしても、鶏糞に含まれるリ

ン酸や加里、石灰などは肥料として十分魅力的です。逆に石灰を２５％含

む鶏糞もあります。炭酸石灰肥料が石灰を５０％程度含んでいますから、

鶏糞を４００㎏施用すれば炭酸石灰肥料２００㎏と同じことになります。 

鶏糞のもう一つの課題は窒素です。詳しくは省きますが、窒素の高い鶏

糞ほど窒素の効果が高いのです。ややこしいのは、鶏糞の作り方で窒素の

量が変わります。すぐに乾燥させれば窒素が４％近い高窒素鶏糞ができま

す。 

やっと本題の利用方法です。 

鶏糞を窒素肥料として考え

る場合は、元肥の速効性窒素

のうち何％を鶏糞の窒素で置

き換えるかをスライドバーで

設定します。 

窒素は無視する場合は、鶏

糞の施用量をスライドバーで設定します。 

肥効率は、一般的には１０を鶏糞の窒素％にかけます。もし、分析値が

あれば、その数字になるような値をかけてください。 

堆肥に含まれる成分量は、袋の裏に記載があります。 

水分について、何も書かれていない場合は現物表示です。 

乾物表示の場合は、その旨の記載があります。 

 

７ これまでのまとめ 

   ここまでに入力した内容を表示したものです。 

間違ったものがあれば修正します。
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８ 肥料銘柄の選択 

   「肥料の選択画面へ移動」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

９ 肥料の選択方法と施肥量の決定 

   黄色のセルの赤字部分に数字を入力します。 

   肥料の選択は同じ種類の肥料番号を入力するだけです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 肥料のリストから肥料の種類と肥料番号を入力します。 

 

肥料の種類 「緩効性肥料」と「化成・配

合・有機質肥料」のどちらかをクリックし

てリストから選択できます。 

 

肥料番号を入力します。 

 

こちらの肥料の種類は固定です。 

肥料の種類で抽出できます。 

 

 

  注意 窒素を含まない肥料は計算のために何らかの肥料を設定してくださ

い。 

 

 

1　窒素を含む肥料　＜施肥量も入力してください。＞「肥料の種類」 と 「元・追肥」 を選択できます。　　

番号入力 判定 肥料の種類　(選択可） 商品名（略称）

205 TRUE 緩効性肥料 LPSS複合 522号

75 TRUE 化成・配合・有機質肥料 なたね粕
57 TRUE 化成・配合・有機質肥料 硝安（粒）

38 TRUE 化成・配合・有機質肥料 果穂里

70 TRUE 化成・配合・有機質肥料 大豆粕フレーク
40 TRUE 化成・配合・有機質肥料 魚粉

　

2　窒素を含まない肥料　＜全ての肥料の種類で何らかの肥料を選択してください。＞
番号入力 判定 肥料の種類 商品名（略称）

1103 TRUE 含鉄資材 ﾐﾈﾗﾙ G（粒）

1202 TRUE 珪酸質肥料 ｹｲｶﾙ（粉）

1301 TRUE 石灰質肥料 ｻﾝﾗｲﾑ（粉）
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(2) 元肥、追肥を選択します。 

クリックしてリストから元肥か追肥を選択します。 

       追肥は５回目まで、選択できます。 

追肥複数回は、最後の欄だけ選択できます。 

追肥複数回を選択すると、自動的に不足する追肥部分を補ってく

れます。 

燐酸や加里などの窒素を含まない肥料の従来の施肥量は、計算に

利用しないので入力しなくて０のままで結構です。 

 

 

 (3) 元肥の施肥設計量の設定 

「推奨する元肥の量」や「推奨する追

肥の量」を参考に施肥設計量に値を入力

します。 

 

有機の窒素成分量が不足する場合は、有

機質を含む肥料に変更も可能という意

味で「肥料変更」の表示がでます。 

 

 

 

 

推奨する元肥の量に従い、上から１

番目の肥料の施肥設計量を 15から 30

に変更したら、元肥の窒素量 6㎏から

鶏糞の窒素量 1.8㎏を除いた 4.2kgに

なり、適切の表示に変わった。 
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(4) 追肥窒素の施肥設計量の設定 

 

「推奨する追肥の量」に従い上から

２番目以降の肥料の施用量を

63,20,94㎏に変更した。 

 

最下段の肥料は「元肥、追肥」の選

択が「追肥複数回」なので、他の追

肥の施肥量の影響を受けて推奨する

追肥の量が変わります。 

 

左図では、下から 2 番目の肥料の施

肥量が 30から 10に変更したので、

最下段の肥料も 72から 107に変化し

ています。 

 

最下段の肥料を推奨通りに 107㎏

にしたので、「適切」が表示されまし

た。（最下段は最後に設定してくださ

い。） 

有機の窒素成分量は、設計値より多い

ので、肥料変更の表示が消えました。 

 

有機の窒素成分量は、設計値より

2.4㎏多い状態ですが、不足していな

いので渋々ながら適切が表示されま

す。 

 

ぴったり合わせるには、肥料を変

更しますが、面倒なので化学肥料由

来窒素に替えて有機由来窒素が 2㎏

多いことに、目をつぶります。 

 

適切の表示はある程度の幅の中で表示されるので、施肥量を少し増減させ

て適切を表示させることができる場合もあります。 
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(5)「表紙(肥料計算)へ戻る」ボタンをクリックします。 

 
 

 

(6) 現在の状況が適切であることを確認します。＜＜重要＞＞

 

 

(7) 含鉄資材の施用量を入力します。 

（水稲や含鉄資材でｐＨ調整を行う場合などに施用します。 

 水稲以外ではほとんど不要です。） 

    スライドバーで入力してください。 

 

 

(8) 施肥の計算 

    「施肥量を計算します。」ボタンを押します。 

    このボタンを押さないと古いデータのままです。 
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(9) 施肥量の計算の確認 

 

判定と推奨を見ます。リン酸と加里が多いことがわかります。 

表から、堆肥由来のリン酸や加里が多いことがわかります。 

堆肥の施肥量を 3,012㎏から 500㎏に下げることを考えます。 

堆肥の量を 500㎏に下げましたが、依然 9.1㎏と 9.6㎏過剰です。 

これ以上減らすには、「肥料選択画面へ移動」で窒素を含む肥料（「緩効

性肥料」や「化成・配合・有機質肥料」）をリン酸や加里の少ない肥料に

変更します。しかしながら完全に満足させることは不可能なので妥協も必

要です。 
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(10) 圃場の面積に応じた施肥量を計算する？ 

   計算する場合は数のように設定します。 

   面積に合わせた重さを選定してください。 

    たとえば t/㎡ ではなく g/㎡にしましょう。 

 

 

(11) 施肥量の計算結果 

   考慮すべき事項があれば、備考欄に入力します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

（１）

　　　　（２）　圃場の面積で施肥量を計算する。

黄色のセルを　クリックすると、リストから、重さと面積の単位が選択できます。

ア　重さの単位の選択  ｋｇ 1,000 グラム

イ　面積単位の選択  畝 99.17 平方メートル

黄色のセルに直接入力してください。 参考：1反は10a（1,000平方メートル）として、簡略的に考えられています。

ウ　圃場の面積は、  畝

エ　圃場の名前（場所）

　　　←チェックすると、圃場の面積で施肥量を計算します。　

キログラム

せ　(畝）

5

へいへい
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圃場の面積で施肥量を計算するにした場合 

下図のように施肥設計には、5 畝当たりの肥料の施肥量が左側に表示され

ます。 

右側には、10a 当たりの施肥量が表示されます。 

 

 
  

施肥設計　＜注意　「あなたの圃場の施肥量」は整数です。施肥量に小数点は使用していません。０のときは重さの単位に注意＞

圃場の名前（場所） 面積  畝 重さ  ｋｇ

元肥

土づくり資材 施肥量 窒素
うち速効

性窒素

うち緩効

性窒素

うち有機

態窒素
燐酸 加里 石灰 苦土 珪酸

堆肥 あｓブラドミン 1 496 1,000 6.4 8.0 4.8 2.4 33.6
鶏糞 高窒素コケコッコーV１ 44 89 0.8 0.8 2.5 1.2 9.3 0.6 1.9
含鉄資材 0 0

小計 0.8 0.0 0.0 0.8 8.9 9.2 14.1 3.0 35.5

肥料の種類 施肥量 窒素
うち速効

性窒素

うち緩効

性窒素

うち有機

態窒素
燐酸 加里 石灰 苦土 珪酸

元肥 緩効性肥料 ＬＰＳＳ複合 522号 7 15 2.3 0.6 1.7 1.8 1.8
元肥 化成・配合・有機質肥料 なたね粕 10 20 1.1 1.1 0.4 0.2
元肥 リン酸肥料 BM熔燐（砂） 34 70 13.9 20.2 8.3 13.9
元肥 石灰質肥料 サンライム（粒） 5 11     5.0   
元肥 苦土肥料 0 0        

小計 3.3 0.6 1.7 1.1 16.1 2.0 25.1 8.3 13.9
元肥合計 4.1 0.6 1.7 1.9 25.0 11.2 39.3 11.4 49.4

目標成分量 4.0 25.0 8.0 100.0 20.0 15.0
過不足(マイナスは不足） 0.1 0.0 3.2 -60.7 -8.6 34.4

追肥1回目

肥料の種類 施肥量 窒素
うち速効

性窒素

うち緩効

性窒素

うち有機

態窒素
燐酸 加里 石灰 苦土 珪酸

追肥１回目 化成・配合・有機質肥料 硝安（粒） 6 12 4.1 4.1
追肥１回目 カリ肥料 珪酸加里 10 20 4.0 0.8 6.0

計 4.1 4.1 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.8 6.0
目標成分量 4.0 0.0 4.0

目標との過不足(マイナスは不足） 0.1 0.0 0.0

追肥２回目

肥料の種類 施肥量 窒素
うち速効

性窒素

うち緩効

性窒素

うち有機

態窒素
燐酸 加里 石灰 苦土 珪酸

追肥２回目 化成・配合・有機質肥料 ニュー果穂里 27 55 3.9 3.9 2.2
追肥２回目 カリ肥料 珪酸加里 10 20 4.0 0.8 6.0

計 3.9 0.0 0.0 3.9 2.2 4.0 0.0 0.8 6.0
目標成分量 4.0 0.0 4.0

目標との過不足(マイナスは不足） -0.2 2.2 0.0

追肥３回目

肥料の種類 施肥量 窒素
うち速効

性窒素

うち緩効

性窒素

うち有機

態窒素
燐酸 加里 石灰 苦土 珪酸

追肥３回目 化成・配合・有機質肥料 大豆粕フレーク 27 55 3.9 3.9 0.7 1.0
追肥３回目 カリ肥料 珪酸加里 7 15 3.0 0.6 4.5

計 3.9 0.0 0.0 3.9 0.7 4.0 0.0 0.6 4.5
目標成分量 4.0 0.0 4.0

目標との過不足(マイナスは不足） -0.2 0.7 0.0

追肥４回目

肥料の種類 施肥量 窒素
うち速効

性窒素

うち緩効

性窒素

うち有機

態窒素
燐酸 加里 石灰 苦土 珪酸

追肥４回目 化成・配合・有機質肥料 魚粉 28 57 4.1 4.1 2.9
追肥４回目 カリ肥料 珪酸加里 10 20 4.0 0.8 6.0

計 4.1 0.0 0.0 4.1 2.9 4.0 0.0 0.8 6.0
目標成分量 4.0 0.0 4.0

目標との過不足(マイナスは不足） 0.1 2.9 0.0

追肥５回目

肥料の種類 施肥量 窒素
うち速効

性窒素

うち緩効

性窒素

うち有機

態窒素
燐酸 加里 石灰 苦土 珪酸

追肥５回目 化成・配合・有機質肥料 魚粉 30 60 4.2 4.2 3.0
追肥５回目 カリ肥料 珪酸加里 10 20 4.0 0.8 6.0

計 4.2 0.0 0.0 4.2 3.0 4.0 0.0 0.8 6.0
目標成分量 4.0 0.0 4.0

目標との過不足(マイナスは不足） 0.2 3.0 0.0

へいへい5 畝の施肥量(整数） ｋｇ

へいへい5 畝の施肥量(整数） ｋｇ

へいへい 5

へいへい5 畝の施肥量(整数） ｋｇ

へいへい5 畝の施肥量(整数） ｋｇ

へいへい5 畝の施肥量(整数） ｋｇ

へいへい5 畝の施肥量(整数） ｋｇ

へいへい5 畝の施肥量(整数） ｋｇ

10a　あたり　の　施肥量　（ｋｇ）　と成分量　（ｋｇ）あなたの圃場の施肥量

10a　あたり　の　施肥量　（ｋｇ）　と成分量　（ｋｇ）

10a　あたり　の　施肥量　（ｋｇ）　と成分量　（ｋｇ）

10a　あたり　の　施肥量　（ｋｇ）　と成分量　（ｋｇ）

10a　あたり　の　施肥量　（ｋｇ）　と成分量　（ｋｇ）

10a　あたり　の　施肥量　（ｋｇ）　と成分量　（ｋｇ）

あなたの圃場の施肥量

あなたの圃場の施肥量

あなたの圃場の施肥量

あなたの圃場の施肥量

あなたの圃場の施肥量
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(11) 印刷 

     ボタンを押すと印刷できます。2ページ印刷されます。 

 

 

 

(12) 保存 

 

 

(13）表紙へ戻ります。 
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Ⅴ 処方箋から見る。 できすぎ君の設定方法 

  診断基準値の作目名です。「３診断基準値の入力」で読み込んだ診断基準値の作目名が

表示されます。（または、自分つくった診断基準値の作目名が表示されます。） 

                    「１基本設定」で修正できます。 

 

 

 

 「２結果の取り込み、入力、修正」で名前や調査地点などの変更ができます。 

「２分析結果の取り込み、入力、修正」でデータを取り込み。または、入力します。 

                「１基本設定」の「複数のデータを・・・」で 

参考データ数を増やせます。 

 

   「３診断基準値」の入力で基準値の変更ができます。 

                 Ver13.8 から評価基準は、変更不可になりました。 

「５堆肥、鶏糞、含鉄資材などの施用量の設定」で、施用量や成分、計算方法（鶏糞の施

用量は窒素の代替量から計算することができます。）が設定できます。 

 

 

 

なお、堆肥と鶏糞は、「２分析結果の取り込み、入力、修正」で、各圃場ごとに設定できま

す。  
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施肥計算する肥料は、「４利用する肥料の入力」から番号で選択します。 

土壌の無機態窒素による施肥の削減は、「診断基準値の入力」の「基本的な・・」で設定可

能 

                  鶏糞の窒素は「５堆肥、鶏糞、含鉄・・・」の 

                  「鶏糞の設定」で変更できます。 

 

施肥量は自動計算されます。 

マイナスは過剰を示しています。  りん酸肥料や珪酸肥料の施肥倍率は、「３診断基

準値の入力」の「３-３そのほかの基準入力と変更」

で変更できます。 

施肥量を㎏/10ａまたは、圃場面積当たり（例えばｇ/3㎡）で表示できます。切り替

えは処方箋の横の「施肥量の計算の切り替えボタン」、面積は「２分析結果の入力・・・」 

けい酸を計算する設定で、珪酸の分析値がない場合は、仮の推定値で施肥計算されます。

仮の推定値は、「3診断基準値の入力」の「そのほかの基準・・」で変更できます。 

なお、珪酸の計算設定は、「診断基準値の入力」の「基本的な・・」で設定可能 

処方箋横の「グラフ軸の最大

値変更」で軸の目盛を 150 以

外に変更できます。 

                  

複数のデータを処方箋に 

表示した場合に、「１基本設定」

の「複数のデータを・・・」

で任意のデータのグラフを表

示や非表示に変更できます。 

 

 土壌の状態を表す判定点を

表示できます。（15点から100

点）「１基本設定」で表示し

ないこともできます。 

設定した値以下になると注意を促す表示がでます。絶対的不足の基準値と他の養分過剰

の余波で不足する基準値の 2 種類を設定できます。値の設定は「３診断基準値の入力」の

「3-2 塩基関係の基準・・・」の下の方に「塩基の最低必要量の設定」があります。 

肥料の種類  従来

りん酸質肥料 -76 (Kg/10a)

加里質肥料 28 (Kg/10a)

石灰質肥料 -65 (Kg/10a)

苦土肥料 -2 (Kg/10a)

けい酸質肥料 83 (Kg/10a)

緩効性肥料 60 60 (Kg/10a)

速効的な元肥 30 7 (Kg/10a)

新しい施肥量（案）(マイナスは過剰量）と　肥料名

宇部ﾏｸﾞ

炭ｶﾙ

28重焼燐(1.0倍率）

珪酸加里

LPSS複合 522号

塩加燐安 1号

鶏糞の窒素で元肥窒素を削減

施
肥
の
提
案

土壌の無機態窒素で元肥窒素を削減

ｹｲｶﾙ（粒）（3倍率）

コメント 作土深15ｃｍ　仮比重1 で計算
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Ⅵ 分析方法 

本処方箋の分析方法は、「山口県の土壌診断マニュアル改訂版 Ver.2 

2016 年６月」です。 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cmsdata/1/4/3/1432ff26596a8389f2

a663a825e5f4ac.pdf 

 

これは基本的に「土壌機能モニタリング調査のための土壌、水質及び植

物体分析法」に準拠しています。 

分析方法が異なれば診断基準値も異なります。診断基準値を読み込む場

合に留意事項を確認してください。 

 

分析方法が下記と異なる場合は、利用者が混乱しないように「詳細な基

準の入力」の「７診断基準・・・・留意事項」に分析方法を記入してくだ

さい。 

 

本処方箋の診断基準値の分析方法 

ｐＨ       土対水 1対 2.5 ガラス電極法 

EC        土対水 1対 5  ガラス電極法 

硝酸体窒素    水抽出  RQフレックスで測定 

無機態窒素（硝酸態窒素とアンモニア態窒素の両方の場合） 

   10％塩化カリウム抽出 ブレムナー法で測定 

硫酸根      水抽出 比濁法 透明度を目視で確認 

塩素       水抽出 比濁法 透明度を目視で確認 

腐植       チューリン法 または 燃焼法 

全窒素      硫酸分解－蒸留法 または 燃焼法 

ＣＥＣ(塩基置換容量)  

ショーレンベルガー  ホルモル法 

置換性石灰、苦土、加里、ナトリウム 

   酢酸アンモニウム浸透法 原子吸光法 

燐酸        トルオーグ法 

燐酸吸収係数   燐酸アンモニウム液法 

可給態珪酸   湛水静置法 

遊離酸化鉄   浅見・熊田法 
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Ⅶ できすぎ君 2020 の主な変更点 

(1) スリーステップ簡単版または詳細版(従来と同じ)を選択できます。 

「詳細版」は、従来と同じもので細かな設定が可能です。 

「簡単版」は、マニアックな部分を初期設定とし、スリーステップで処

方箋が完成します。 

   また、途中で「簡単版」と「詳細版」を移動できるので、最初に簡単版

で設定し、必要な部分のみ詳細版で修正する方法がおすすめです。 

 

(2）簡単版の肥料の選択は、セットの中から選択可能です。 

   水稲で４種類、野菜花卉３種類、果樹２種類の肥料セットから選択でき

ます。 

   肥料セットは、種類ごとの代表的な肥料と堆肥などの量がセットになっ

ています。また、一部を自分の好きな肥料に置き換えることもできます。 

 

(3) 処方箋の分析結果や施肥量は、仮比重を用いた容積（体積）から求めてい

ます。 

 

 

(4) コメントを記入できます。 

   施肥の表の下に、気づきなどのコメントを入力できます。施肥の表は処

方箋や度数分布グラフと共に印刷ページから印刷できます。 

 

(5) 肥料名の一部で肥料リストを検索できます。 

   400種の肥料銘柄から肥料を探すことは大変でした。検索機能が追加さ

れ、名前や通称の一部で絞り込むことが可能です。特に略称名はひらがな

と英数字で検索可能です。 

 

(6)  窒素を含む肥料の入力が簡単になりました。 

   窒素を含む肥料の入力は、番号と施用量だけになりました。  

分析結果の単位 容積当り施肥量

分析結果 診断基準値 施肥量×仮比重

（CEC）⇒ （石灰、苦土、加里の重量当りの基準）

2020 分析結果×仮比重 診断基準値 施肥量

(Ver.15) （CEC×仮比重）⇒ （石灰、苦土、加里の容積当りの基準）

分析結果 診断基準値 施肥量

（CEC）⇒ （石灰、苦土、加里の容積当りの基準）

重量当りの表示
ｍｇ/100ｇ

重量当りの表示
ｍｇ/100ｇ

容積当りの表示
ｍｇ/100㎤

施肥量の計算　（診断基準値-分析結果）

これまで

①

②
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できすぎ君 2020 と Ver 10.0 の相違点 

 
 

 

  

できすぎ君2020　(Ver.15.0) できすぎ君　Ver.１0

2007～2019（Ｍａｃ版不可） 2010、2007、2003（Ｍａｃ版不可）

32ビット版　64ビット版 32ビット版

施肥成分の施肥設計から任意の
肥料での施肥設計へ

できる。（エコファーマーや有機栽培の施肥
設計も可能）

できない。

他の養分の影響を受ける欠乏症
の可能性表示

窒素、リン酸、加里などの過剰による欠乏
の可能性を表示できる。

できない。

黒ボクの設定 ボタン一つで黒ボクに切り替え可能 なし

処方箋のPDF化 マイドキュメント内に作成 なし

珪酸の施肥倍率
施肥倍率を任意に設定可能、未分析でも仮
の値で計算

なし

評価点の表示 土壌状態を点数で示すことができます。 なし

一括保存・読み込み 設定、基準、結果を1ファイルに保存 なし

度数分布グラフ 産地の化学性の特徴がわかります。 なし

面積に応じた施肥量計算 任意の面積で可　単位も㎡　坪　反も可 なし

肥料のデーターベース　追加
名前の一部で検索可能　窒素の内訳を速
効性、緩効性、有機由来に分けて表示 窒素の表示のみ

鶏糞の窒素の計算方法　追加
鶏糞の窒素を肥料の窒素に加える計算方
法を追加

鶏糞を使った施肥削減計算のみ

簡単版メニュー画面を追加 New 必要な項目のみ入力　他はデフォルト マニアックな項目に入力

分析結果の入力の簡素化 New 必要な項目のみ表示 ちょっと複雑

容積当たりの表示と計算 New 容積当たりの結果や施肥計算が可能 なし

コメントの記入 New コメントを施肥の表下に記載可能 なし
一覧表の作成 New 分析結果、施肥量などの一覧表作成が可 なし

Excel対応バージョン
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Ⅷ 容積当たりの計算に、完全移行しました。 

（１）これまでの「できすぎ君」における仮比重の利用方法 

従来のできすぎ君は、重量当たりの分析結果と重量当たりの診断基準

値から施肥量をもとめ、さらに仮比重を用いて体積当たりの施肥量に計

算し、最後に面積当たりの施肥量に換算していました。 

 

そんな平和なある日、もみ殻がたっぷり入った軽い土壌(仮比重 0.6)

を分析したところ、なんか気持ちが悪い結果と診断基準値になりました。 

 

（２）仮比重の利用方法を見直す。 

これでは困るので「できすぎ君」Ver15の処方箋は、下表のように基本

的に容積当たりの結果と施肥量の表示に変更しました。（最初から分析

結果が容積当たりの場合に対応するために下表の②の計算式の選択が可

能） 

 

 

 

（３）仮比重が異なれば、診断基準値の一部（石灰、苦土、加里）も変わる。 

仮比重が１なら重さと体積が同じなので、重さあたりでも、容積あた

りでも、診断基準値は同じ値です。なので、容積当たりで分析結果を算

出しても診断基準値は従来の値が利用できます。 

 

仮比重が１から離れるほど、土壌の保肥力（塩基置換容量（ＣＥＣ））

が変わります。石灰、苦土、加里の診断基準値の算出には分析した土壌

の保肥力を用いるために、石灰、苦土、加里の診断基準値は仮比重の影

響を受けます。 

 

リン酸の診断基準値は、分析した土壌の保肥力（塩基置換容量（ＣＥ

Ｃ））とは無関係に決まるので、仮比重の影響を受けません。 

従来のできすぎ君の計算では、石灰、苦土、加里の診断基準値に仮比

重を反映させていなかったことが、違和感の原因の一つでした。 

分析結果の単位 容積当り施肥量

分析結果 診断基準値 施肥量×仮比重

（CEC）⇒ （石灰、苦土、加里の重量当りの基準）

2020 分析結果×仮比重 診断基準値 施肥量

(Ver.15) （CEC×仮比重）⇒ （石灰、苦土、加里の容積当りの基準）

分析結果 診断基準値 施肥量

（CEC）⇒ （石灰、苦土、加里の容積当りの基準）

重量当りの表示
ｍｇ/100ｇ

重量当りの表示
ｍｇ/100ｇ

容積当りの表示
ｍｇ/100㎤

施肥量の計算　（診断基準値-分析結果）

これまで

①

②
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また、もう一つの違和感の原因が次の項目でした。 

 

（４）仮比重の利用の有無で、土壌養分の過不足の判定が異なる。 

仮比重が 1 に近ければ重量当たりと容積当たりの分析値の差が小さい

ので、どちらでも良いのですが、１から離れれば影響は大きくなり判定

に影響を与えます。 

 

 

上の図は、仮比重が１と 0.5 の時に、土壌分析値を重量あたりと容積

あたりで表した時の過不足の判定です。 

 

わかりやすいように、Ａ、Ｂ、Ｃと基準の土壌の重さは全て 100ｇ、Ａ

と基準の仮比重は１、ＢとＣの仮比重は 0.5 で示しています。仮比重が

0.5は仮比重１と比べ重さが半分なので、同じ重さならば、２倍の容積に

なります。 

 

容積当たりで示すか、重さ当たりで示すかによって、過剰、適切、不

足の判断が異なることがわかります。ということは、土壌分析から導き

出す施肥成分量（肥料の施肥量）も異なってしまいます。 

このことが二つ目の違和感でした。この反省に立って見直したのが（７）

に示した Ver15 の計算方法です。  
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（５）土壌診断は容積法(体積)が良い。土壌分析は重量法が圧倒的に良い。 

分析の結果を容積当たりの表示をする方法は二つあります。 

一つは、土壌分析は重量法で行い、仮比重を用いて容積当たりの分析

値に換算する方法です。 

もう一つは、容積法で分析し、容積で表示する方法です。 

 

① 重量法の分析 

重量法の分析は、土壌の一定量を重さではかり測定する方法です。分

析結果は重さ当たりの量で出ます。仮比重を利用すると容積当たりの量

に変換できます。仮比重とは、土壌 1㎤当たりの土の重さのことです。

通常は 100㎤当たりの乾燥土壌の重さを測定します。 

 

重量法による分析では、圃場のあちらこちらから土をとってよく撹拌

すれば、少量でも圃場を代表するサンプルになります。 

土壌分析は、数グラムの少量の土壌で分析することがほとんどなので、

その圃場の平均的な土壌を手に入れることが重要になります。また、圃

場の養分は不均一なため土壌のサンプリング方法がうるさく！うるさ

く！言われるのです。 

 

②容積法の分析 

容積法の分析は、一定の容積(体積)の土壌を採り測定する方法です。

分析結果は容積当たりの量で出ます。仮比重の測定は不要ですが、土壌

はばらばらにすると容積の測定ができなくなるため、採土は圃場で円筒

を差し込み行う必要があります。 

 

楽そうに見えますが、筒(容積)で土を採る方法では、重量法に比べ採

土量が圧倒的に少なく、土壌の養分のばらつきが大きい場合（普通は大

きい）は、圃場を代表するサンプルとは言いにくくなります。 

 

ばらつきをなくすためには、サンプリングする筒の数を増やせばよい

のですが、分析で使う土壌は少量のため、筒の数に制限があり現実的で

はありません。分析における容積法は、誤差があることを前提にした簡

易法であり、土づくりや施肥の救世主ではありません。 
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（６）【参考】施肥量の計算は、従来も容積当たりの計算だった。 

施肥量は、10ａ当たりのｋｇで表示されます。 

 これは、＜土壌の深さ 10cmを前提＞とすると、以下の関係になります。 

 

Ａ【kg/10アール】＝Ａ【㎎/100立方センチメートル】←容積法ですね 

 さらに＜仮比重が 1の場合＞は、 

Ａ【kg/10 アール】＝Ａ【㎎/100 立方センチメートル】＝Ａ【㎎/100g】 

  

必要な施肥量は、分析結果がＡ【㎎/100g】と診断基準値Ｂ【㎎/100g】

との差になります。 

 （Ｂ-Ａ）【㎎/100g】＝（Ｂ-Ａ）【kg/10アール】 

 

このように、仮比重が１なら、必要な施肥量の計算は超簡単で、 

（診断基準値Ｂ－分析結果Ａ）【kg/10アール】です。 

 

施肥量の計算は、（診断基準値Ｂ－分析結果Ａ）なので重量の計算に見えま

すが、 

＜土壌の深さ 10cm＞と＜仮比重を 1＞とした容積(体積)の計算です。 

 

（７）【参考】仮比重が変わると分析結果や施肥量はどうなる？ 

下の表の測定値は、仮比重に合わせた当然の変化ですが、次ページの

表の施肥量はイレギュラーな変化です。 

この理由は塩基の基準値が一定の割合で変化しないためです。 

これらのことを考えると、測定をせずに仮比重を設定するときは 0.1

刻みなら、施肥量の誤差があまり大きくならないと言えます。 

 

 

測定値の変化

仮比重 1.20 1.15 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80
ＣＥＣ　(me/100㎤） 18.0 17.3 16.5 15.8 15.0 14.3 13.5 12.8 12.0
石灰　(mｇ/100㎤） 272.4 261.1 249.7 238.4 227.0 215.7 204.3 193.0 181.6
苦土　(mｇ/100㎤） 47.5 45.5 43.6 41.6 39.6 37.6 35.6 33.7 31.7
加里　(mｇ/100㎤） 34.4 33.0 31.6 30.1 28.7 27.3 25.8 24.4 23.0
リン酸　(mｇ/100㎤） 38.0 36.5 34.9 33.3 31.7 30.1 28.5 26.9 25.4

.
仮比重 （％） 120 115 110 105 100 95 90 85 80
ＣＥＣ （％） 120 115 110 105 100 95 90 85 80
石灰 （％） 120 115 110 105 100 95 90 85 80
苦土 （％） 120 115 110 105 100 95 90 85 80
加里 （％） 120 115 110 105 100 95 90 85 80
リン酸 （％） 120 115 110 105 100 95 90 85 80
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（８）【参考】仮比重と土壌の柔らかさの関係   

仮比重は乾燥時の容積当たりの重さなので、乾燥時に空気の部分（気

相）が多ければ仮比重は小さくなります。 

 

空気の部分を多くするには、団粒構造を発達させることです。空気の

部分が多い土は柔らかい土です。このほかに有機物を多く入れると、有

機物は軽いので仮比重は小さくなります。 

（あまり腐っていない有機物が多すぎると、水持ちが良すぎることに

よる湿害や乾燥すると孔隙が大きくなり乾きやすくなるなど、扱いにく

い土壌になります。） 

 

また、土壌の種類や土壌を構成する粒子の大きさによっても異なると

言われています。 

このように仮比重はさまざまな要因で決まるため、正確に推定するこ

とは難しいのですが、その地域の土壌の平均的な仮比重がわかっていれ

ば、それよりも柔らかい、硬いなどにより 0.1刻みで分けて、推定でき

るかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

  

施肥量の変化

仮比重 1.20 1.15 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80
28重焼燐　㎏/10ａ -149 -141 -150 -124 -115 -107 -98 -90 -81
珪酸加里　㎏/10ａ 46 44 30 43 41 39 37 35 33
炭酸石灰　㎏/10ａ 215 212 158 188 174 160 145 129 112
マグゴールド　㎏/10ａ 37 36 33 34 32 31 29 27 25

28重焼燐 （％） 130 123 130 108 100 93 85 78 70
珪酸加里 （％） 112 107 73 105 100 95 90 85 80
炭酸石灰 （％） 124 122 91 108 100 92 83 74 64
マグゴールド （％） 116 113 103 106 100 97 91 84 78

土壌の種類と仮比重の
設定値（案）

柔らかい 普通
硬い

(砂っぽい)

黒ボク土 0.7 0.8 0.9

灰色低地土 1.0 1.1 1.2
黄色土 1.1 1.2 1.3
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仮比重は重要 

仮比重とは、比重と同じ意味ですが、土壌の場合は、土壌の塊を

対象と考え空気を含む塊の比重を仮比重と言います。土壌を構成す

る固体部分のみの比重を真比重と言って区別しています。 

 

仮比重は、特に堆肥などの有機物の施用量が多いと小さな値にな

ります。施設栽培などでは一度は測定しておくことをお勧めしま

す。 

 

仮比重を求める測定は簡単で、両方のふたを開けた空き缶を土に

刺して、なるべくそのままの状態で取り出し、新聞紙のうえに広

げ十分に乾燥させます。乾燥後の重さを缶の内容量（体積）で割

って求めます。これを３か所で行い平均を求めます。 

仮比重を求めておけば、容積法を利用せずとも、重さを体積に変

換できるので便利です。 

 

高設培土は有機物が主体で軽いため仮比重は 0.1程度しかありま

せん。50mg/100g の測定値も、仮比重 0.1として堆積あたりに直せ

ば 5mg/100cm3 となります。（仮比重 1のときは 100g=100cm3 です。） 

この場合は、肥料を切らさない（少量多回数とか緩効性肥料を利

用した）施肥設計が重要になります。また、高設栽培は、有機物

主体のため保水力が高くなるので根腐れの危険性が高まります。 
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Ⅸ お問い合わせ 

栽培方法や土壌条件は地域により異なり、診断値や施肥の考え方も異なります。これ

らのことで困った場合は、地元にある都道府県の農業指導機関や農協にご相談されるこ

とをお勧めします。  

 

改善策が明確に示される土壌診断を、だれでも簡単に利用できることが、「できすぎ

君」の目的です。 

しかしながら、もっとわかりやすく、もっと簡単にする必要があります。不具合やお

気づきの点、ご意見がありましたらメールで「土壌診断ソフトできすぎ君担当者」まで

お知らせください。 

山口県農林総合技術センター a17201@pref.yamaguchi.lg.jp 

 

お礼 

以下の資料及び山口県の普及員や研究員のデータや意見を参考にさせていただきま

した。お礼を申し上げます。 

(1)ｐＨ・塩基の基準について 

農業技術体系 土壌施肥編   農文協 

土壌診断の方法と活用 藤原俊六郎他 農文協 

分析測定診断テキスト診断の手引き 高知県 

施肥診断技術者ハンドブック JA全農 肥料農薬部 

現場の土づくり・施肥 Q＆A 関東土壌肥料専技会ほか 

(2)硫酸、塩素の基準などについて 

野菜の養分欠乏・過剰症 渡辺和彦 農文協 

(3)養分吸収量のデータ元  

http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/pdf/siryo5.pdf 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/pdf/sdojo4.pdf 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/pdf/siryo6.pdf 

(4)肥料の成分など 

JA全農山口提供データほか 
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