
 

[農作業基本オントロジー ver 1.31]からの自動生成

 :「農業ITシステムで用いる農作業の名称に関する個別ガイドライン(本格運用版)」の収録用語

用語リスト　

アイガモ管理(あいがもかんり) 階層 4/7

作において 有用生物飼育を目的としてアイガモを対象として行う作業

上位語,概念 : 有用生物飼育

畔塗り(あぜぬり)  階層 6/7

作において 圃場準備を目的として畦で土を塗る作業

上位語,概念 : 圃場準備作業
別名 : 畔塗

荒起こし(あらおこし)  階層 6/7

耕起作業の一つで 栽植前に行う作業

上位語,概念 : 耕起
別名 : 荒起し

粗皮はぎ(あらかわはぎ)  階層 7/7

害虫抑制を目的としてあらかわを取る作業

上位語,概念 : 物理的害虫抑制作業
別名 : 粗皮削り

荒代(あらしろ) 階層 8/7

代かき作業の一つで 作において 入水後に行う作業

上位語,概念 : 代かき
別名 : かじり 荒代かき 荒代掻き 荒しろ

暗渠施工(あんきょせこう)  階層 5/7

圃場管理を目的として暗渠を施工する作業

上位語,概念 : 圃場管理作業

安全管理(あんぜんかんり) 階層 4/7

労働管理作業の一つで 安全管理を目的として行う作業

上位語,概念 : 労働管理

育苗(いくびょう) 階層 2/7
は種, 苗箱播種, 育苗器作業, ハードニング, 緑化, 苗出し, 床土作り, 苗代作り, 施肥, 無機肥料施用, 換気, かん水, 農
薬散布などの作業による複合作業

http://www.cavoc.org/
http://www.naro.affrc.go.jp/
http://www.nii.ac.jp/
http://www.cavoc.org/aao/ns/1/
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/shiryo/shiryo04.pdf


育苗器作業(いくびょうきさぎょう) 階層 5/7

出芽作業の一つで 気温作において 育苗器で気温を用いて行う作業

上位語,概念 : 出芽作業

育苗ハウス片付け(いくびょうはうすかたづけ) 階層 5/7

ハウス片付け作業の一つで 育苗ハウスを対象として行う作業

上位語,概念 : ハウス片付け

育苗ハウス組み立て(いくびょうはうすくみたて) 階層 6/7

ハウス組み立て作業の一つで 育苗ハウスを対象として行う作業

上位語,概念 : ハウス組み立て

移植作業(いしょくさぎょう)  階層 4/7

移植を目的として行う作業

上位語,概念 : 栄養成長制御作業
下位語, 概念 : 定植 補植
別名 : 植え付け 移植

稲架け(いなかけ)  階層 5/7

乾燥による鮮度保持作業の一つで 作において 稲架で行う作業

上位語,概念 : 乾燥による鮮度保持作業

稲わら鋤込み(いなわらすきこみ)  階層 7/7

土壌成分制御を目的として稲わらを混和する作業

上位語,概念 : 有機肥料施用

稲架組み立て(いねかけくみたて)  階層 5/7

作において 施設管理を目的として稲架を組み立てる作業

上位語,概念 : 地上構造物管理作業

稲架取壊し(いねかけとりこわし)  階層 5/7

作において 施設管理を目的として稲架を取り壊す作業

上位語,概念 : 地上構造物管理作業

稲刈り(いねかり) 階層 5/7

刈取り作業の一つで 作において 行う作業

上位語,概念 : 刈取り

芋切り(いもきり) 階層 6/7

株分け作業の一つで 作において 種芋を対象として行う作業

上位語,概念 : 株分け

植穴作り(うえあなつくり)  階層 6/7

圃場準備を目的として土を穴掘る作業

上位語,概念 : 圃場準備作業
別名 : 植え穴作り

浮き苗直し(うきなえなおし)  階層 6/7

補植作業の一つで 作において 欠株で幼植物を植える作業

上位語,概念 : 補植



畝立て(うねたて)  階層 6/7

圃場準備を目的として畑で畝を作る作業

上位語,概念 : 圃場準備作業
別名 : 畝切り 作畦

運搬 (うんぱん) 階層 3/7

運搬を目的として運ぶ作業

上位語,概念 : 作物生産管理作業
下位語, 概念 : 資材運搬 作物運搬 収穫物運搬 商品運搬

MA貯蔵(えむえーちょぞう) 階層 5/7

作物生産を目的として調製空気を用いて行う作業

上位語,概念 : ガス環境による鮮度保持作業

塩水選(えんすいせん) 階層 7/7

選種作業の一つで 塩水作において 塩水を用いて行う作業

上位語,概念 : 選種

園地の清掃(えんちのせいそう)  階層 4/7

清掃作業の一つで 果樹園を対象として行う作業

上位語,概念 : 清掃

階級選別(かいきゅうせんべつ) 階層 5/7

選別作業の一つで 大きさを用いて収穫物を分ける作業

上位語,概念 : 選別作業

会計管理(かいけいかんり) 階層 3/7

会計管理を目的として行う作業

上位語,概念 : 経営管理作業
下位語, 概念 : 簿記記帳

加温(かおん)  階層 5/7

加温を目的として行う作業

上位語,概念 : 温度制御作業
下位語, 概念 : 水加温 育苗器作業

かかし作り(かかしつくり) 階層 7/7

有害動物抑制を目的としてかかしを作る作業

上位語,概念 : 物理的有害動物抑制作業

傘かけ(かさかけ) 階層 5/7

外観制御を目的として傘を用いて果実を被せる作業

上位語,概念 : 外観制御作業

果樹棚補修(かじゅだなほしゅう)  階層 5/7

施設管理を目的として果樹棚を修繕する作業

上位語,概念 : 地上構造物管理作業
別名 : 果樹棚の補修

花穂整形(かすいせいけい) 階層 6/7



摘蕾作業の一つで 作において 行う作業
上位語,概念 : 摘蕾
別名 : 花切り

風制御作業(かぜせいぎょさぎょう) 階層 4/7

風制御を目的として行う作業

上位語,概念 : 気候制御作業
下位語, 概念 : 防風ネット設置
別名 : 防風

株分け(かぶわけ)  階層 5/7

栄養繁殖を目的として分枝, 種芋, 芽, 球根を分ける作業

上位語,概念 : 栄養繁殖作業
下位語, 概念 : 芋切り 分球

刈取り(かりとり)  階層 4/7

収穫作業の一つで 刈り取る作業

上位語,概念 : 収穫作業
下位語, 概念 : 稲刈り コンバイン作業 バインダ作業 手刈り作業
別名 : 刈り取り

灌漑(かんがい)  階層 5/7

給水作業の一つで 圃場で水を供給する作業

上位語,概念 : 給水作業
下位語, 概念 : 入水

換気(かんき)  階層 5/7

換気を目的として行う作業

上位語,概念 : 空気制御作業

かん水(かんすい)  階層 5/7

給水作業の一つで 注ぐ作業

上位語,概念 : 給水作業
下位語, 概念 : かん水による除塩
別名 : 灌水

かん水による除塩(かんすいによるじょえん) 階層 6/7

除塩作業の一つで かん水を用いて行う作業

上位語,概念 : 除塩
別名 : 浸透除塩法

乾燥による鮮度保持作業(かんそうによるせんどほじさぎょう)  階層 4/7

鮮度保持作業の一つで 乾燥させる作業

上位語,概念 : 鮮度保持作業
下位語, 概念 : 子実乾燥 稲架け
別名 : 乾燥作業

乾田直播(かんでんちょくはん) 階層 6/7

は種作業の一つで 作において 乾田で行う作業

上位語,概念 : は種



間伐(かんばつ) 階層 6/7

間引き作業の一つで 果樹を伐採する作業

上位語,概念 : 間引き

寒冷紗張り(かんれいしゃばり)  階層 5/7

機資材設置を目的として寒冷紗を張る作業

上位語,概念 : 機資材設置

害虫抑制作業(がいちゅうよくせいさぎょう) 階層 5/7

害虫抑制を目的として行う作業

上位語,概念 : 生物抑制作業
下位語, 概念 : 物理的害虫抑制作業 化学的害虫抑制作業 生物的害虫抑制作業 袋掛け 被害個体抜取り 農薬散布 天
敵昆虫飼育 誘蛾灯管理 傘かけ
別名 : 害虫防除

外葉除去(がいようじょきょ)  階層 5/7

出荷調製作業の一つで 外葉を除去する作業

上位語,概念 : 出荷調製作業

機械除草(きかいじょそう) 階層 7/7

物理的雑草抑制作業の一つで 機械を用いて行う作業

上位語,概念 : 物理的雑草抑制作業
下位語, 概念 : モア

機資材修繕(きしざいしゅうぜん) 階層 4/7

機資材管理を目的として修繕する作業

上位語,概念 : 機資材管理作業

機資材点検(きしざいてんけん) 階層 4/7

機資材管理を目的として点検する作業

上位語,概念 : 機資材管理作業
下位語, 概念 : 農業機械整備

基肥(きひ) 階層 6/7

施肥作業の一つで 栽植前に行う作業

上位語,概念 : 施肥
下位語, 概念 : 溝施肥
別名 : 元肥

客土(きゃくど)  階層 6/7

圃場準備を目的として畑で土を持ち込む作業

上位語,概念 : 圃場準備作業

キュアリング(きゅありんぐ) 階層 5/7

作において 作物生産を目的としてコルク層を形成する作業

上位語,概念 : 温度による鮮度保持作業

給水作業(きゅうすいさぎょう) 階層 4/7

水分制御作業の一つで 給水を目的として行う作業

上位語,概念 : 水分制御作業
下位語, 概念 : 灌漑 かん水



別名 : 給水

切り枝(きりえだ) 階層 5/7

出荷調製作業の一つで 枝を切る作業

上位語,概念 : 出荷調製作業

切り戻し(きりもどし)  階層 5/7

草姿制御作業の一つで 茎, 枝を切りこむ作業

上位語,概念 : 草姿制御作業

均平化(きんぺいか)  階層 6/7

整地作業の一つで 平らにする作業

上位語,概念 : 整地
下位語, 概念 : 鎮圧 レーザーレベラー 代かき

技術習得(ぎじゅつしゅうとく)  階層 4/7

情報収集作業の一つで 技術習得を目的として行う作業

上位語,概念 : 情報収集

計画策定(けいかくさくてい)  階層 3/7

計画策定を目的として行う作業

上位語,概念 : 経営管理作業
下位語, 概念 : 品種選定 肥料計画 栽植計画 作業計画

畦畔修繕(けいはんしゅうぜん)  階層 5/7

圃場管理を目的として畦畔を修繕する作業

上位語,概念 : 圃場管理作業

畦畔除草(けいはんじょそう)  階層 7/7

物理的雑草抑制作業の一つで 作において 畦畔で行う作業

上位語,概念 : 物理的雑草抑制作業
別名 : 畔草刈り 畔草刈 畦畔草刈り 畦畔草刈

畦畔除草剤散布(けいはんじょそうざいさんぷ) 階層 8/7

除草剤散布作業の一つで 作において 畦畔で散布する作業

上位語,概念 : 除草剤散布

計量作業(けいりょうさぎょう)  階層 3/7

作物生産を目的として行う作業

上位語,概念 : 農業生産物調製作業

結束(けっそく)  階層 4/7

作物生産を目的として束ねる作業

上位語,概念 : 収穫物集約
下位語, 概念 : バインダ作業

玄米運搬(げんまいうんぱん) 階層 5/7

商品運搬作業の一つで 玄米を対象として行う作業

上位語,概念 : 商品運搬

耕耘(こううん) 階層 6/7



耕起作業の一つで 攪拌を用いて行う作業

上位語,概念 : 耕起
下位語, 概念 : ロータリー耕

耕起(こうき)  階層 5/7

土壌準備を目的として土を反転する, 掘り起こす作業

上位語,概念 : 土壌準備作業
下位語, 概念 : プラウ耕 秋耕 春耕 耕耘 荒起こし スタブル耕

顧客管理(こきゃくかんり) 階層 4/7

マーケティング作業の一つで 顧客管理を目的として行う作業

上位語,概念 : マーケティング

こもかけ(こもかけ)  階層 6/7

保温作業の一つで こもを用いて作物を被覆する作業

上位語,概念 : 保温

雇用管理(こようかんり) 階層 4/7

労働管理作業の一つで 雇用管理を目的として行う作業

上位語,概念 : 労働管理

コンバイン作業(こんばいんさぎょう) 階層 5/7

刈取り作業の一つで コンバインを用いて行う作業

上位語,概念 : 刈取り

梱包作業(こんぽうさぎょう) 階層 3/7

作物生産を目的として商品を対象として行う作業

上位語,概念 : 農業生産物調製作業
下位語, 概念 : 包装 箱詰め

催芽(さいが)  階層 5/7

催芽を目的として行う作業

上位語,概念 : 発芽促進作業
下位語, 概念 : 浸種
別名 : 芽だし

採種(さいしゅ) 階層 5/7

繁殖準備を目的として種を生産する作業

上位語,概念 : 繁殖準備作業

催色(さいしょく)  階層 4/7

追熟作業の一つで 果実着色を目的として果実を色づける作業

上位語,概念 : 追熟作業
別名 : 果実着色

栽植計画(さいしょくけいかく) 階層 4/7

計画策定作業の一つで 栽植計画を目的として行う作業

上位語,概念 : 計画策定

砕土(さいど)  階層 6/7

整地作業の一つで 土塊を砕く作業



上位語,概念 : 整地
下位語, 概念 : ハロー 代かき 心土破砕 耕耘

作業計画(さぎょうけいかく) 階層 4/7

計画策定作業の一つで 作業計画を目的として行う作業

上位語,概念 : 計画策定

作柄見回り(さくがらみまわり)  階層 5/7

人によるモニタリング作業の一つで 収穫前に作柄を対象として行う作業

上位語,概念 : 人によるモニタリング

作物運搬(さくもつうんぱん) 階層 4/7

運搬 作業の一つで 作物を対象として行う作業

上位語,概念 : 運搬
下位語, 概念 : 苗運搬

挿し木(さしき)  階層 5/7

栄養繁殖を目的として床土で根, 葉, 茎を植える作業

上位語,概念 : 栄養繁殖作業
別名 : 挿木

殺菌剤散布(さっきんざいさんぷ) 階層 8/7

農薬散布作業の一つで 殺菌剤を用いて行う作業

上位語,概念 : 農薬散布

殺虫剤散布(さっちゅうざいさんぷ) 階層 7/7

害虫抑制を目的として圃場で殺虫剤を用いて散布する作業

上位語,概念 : 化学的害虫抑制作業

酸性土壌改良(さんせいどじょうかいりょう) 階層 5/7

酸性土壌改良を目的として酸性土壌で行う作業

上位語,概念 : 土壌成分制御作業
下位語, 概念 : 土壌改良剤散布

雑草抑制作業(ざっそうよくせいさぎょう)  階層 5/7

雑草制御を目的として行う作業

上位語,概念 : 生物抑制作業
下位語, 概念 : 物理的雑草抑制作業 化学的雑草抑制作業 生物的雑草抑制作業 中耕 培土 農薬散布 マルチング アイ
ガモ管理

別名 : 除草

敷き草(しきぐさ)  階層 6/7

マルチング作業の一つで 草を対象として行う作業

上位語,概念 : マルチング
別名 : 敷草

敷きわら(しきわら)  階層 6/7

マルチング作業の一つで わらを対象として行う作業

上位語,概念 : マルチング
別名 : 敷きわら寝わら



資材運搬(しざいうんぱん) 階層 4/7

運搬 作業の一つで 資材を対象として行う作業

上位語,概念 : 運搬
下位語, 概念 : 肥料運搬

資材購入 (しざいこうにゅう)  階層 3/7

資材購入 を目的として行う作業

上位語,概念 : 経営管理作業

資材消毒(しざいしょうどく)  階層 4/7

資材消毒を目的として資材を消毒する作業

上位語,概念 : 機資材管理作業
下位語, 概念 : 鉢消毒

資材配合(しざいはいごう)  階層 4/7

資材配合を目的として資材を混ぜる作業

上位語,概念 : 機資材管理作業

子実乾燥(しじつかんそう) 階層 5/7

乾燥による鮮度保持作業の一つで 子実を対象として行う作業

上位語,概念 : 乾燥による鮮度保持作業

施設管理作業(しせつかんりさぎょう)  階層 3/7

施設管理を目的として行う作業

上位語,概念 : 作物生産管理作業
下位語, 概念 : 圃場管理作業 地上構造物管理作業 農村管理作業

下葉落とし(したばおとし)  階層 5/7

出荷調製作業の一つで 下葉を除去する作業

上位語,概念 : 出荷調製作業

支柱立て(しちゅうたて)  階層 5/7

作において 機資材設置を目的として支柱を対象として行う作業

上位語,概念 : 機資材設置

霜制御作業(しもせいぎょさぎょう)  階層 4/7

霜制御を目的として行う作業

上位語,概念 : 気候制御作業
別名 : 防霜

収穫後の後片付け(しゅうかくごのあとかたづけ)  階層 4/7

清掃作業の一つで 収穫後に行う作業

上位語,概念 : 清掃

収穫作業(しゅうかくさぎょう) 階層 3/7

作物生産を目的として行う作業

上位語,概念 : 農業生産物調製作業
下位語, 概念 : 刈取り 掘取り 摘取り
別名 : 収穫

収穫物運搬(しゅうかくぶつうんぱん)  階層 4/7



運搬 作業の一つで 収穫物を対象として行う作業

上位語,概念 : 運搬
下位語, 概念 : もみ運搬
別名 : 収穫物の運搬

収穫物の水洗い(しゅうかくぶつのみずあらい)  階層 5/7

出荷調製作業の一つで 水を用いて収穫物を洗う作業

上位語,概念 : 出荷調製作業

秋耕(しゅうこう)  階層 6/7

耕起作業の一つで 秋に行う作業

上位語,概念 : 耕起
別名 : 秋起し

収納作業(しゅうのうさぎょう)  階層 3/7

収納を目的として行う作業

上位語,概念 : 作物生産管理作業

種子コーティング(しゅしこーてぃんぐ) 階層 5/7

作において 発芽促進を目的として種をコーティングする作業

上位語,概念 : 発芽促進作業
下位語, 概念 : 鉄コーティング

種子消毒(しゅししょうどく)  階層 8/7

農薬散布作業の一つで 種を消毒する作業

上位語,概念 : 農薬散布

出荷作業(しゅっかさぎょう) 階層 2/7

商品運搬, 梱包作業などの作業による複合作業

出荷調製作業(しゅっかちょうせいさぎょう)  階層 4/7

作物生産を目的として行う作業

上位語,概念 : 規格適合化作業
下位語, 概念 : もみすり 外葉除去 脱穀 切り枝 精米 汚れ除去 除袋 下葉落とし 収穫物の水洗い 不良品除去
別名 : 出荷調製 調製作業

出芽作業(しゅつがさぎょう) 階層 4/7

栄養成長制御を目的として種を出芽させる作業

上位語,概念 : 栄養成長制御作業
下位語, 概念 : 育苗器作業
別名 : 出芽

春耕(しゅんこう) 階層 6/7

耕起作業の一つで 春に行う作業

上位語,概念 : 耕起
別名 : 春掘

商品運搬(しょうひんうんぱん)  階層 4/7

運搬 作業の一つで 商品を対象として行う作業



上位語,概念 : 運搬
下位語, 概念 : 玄米運搬

植物ホルモン剤施用(しょくぶつほるもんざいせよう)  階層 4/7

作において 化学成分制御を目的として植物ホルモン剤を散布する作業

上位語,概念 : 化学成分制御作業
下位語, 概念 : ジベレリン処理 植物ホルモン剤による受粉 植物ホルモン剤による無核化

植物ホルモン剤による受粉(しょくぶつほるもんざいによるじゅふん) 階層 7/7

結実制御を目的として植物ホルモン剤を用いて行う作業

上位語,概念 : 化学的手段による受粉

植物ホルモン剤による無核化(しょくぶつほるもんざいによるむかくか) 階層 7/7

結実制御を目的として植物ホルモン剤を用いて行う作業

上位語,概念 : 化学的手段による無核化

代かき(しろかき)  階層 7/7

砕土作業の一つで 作において 水田で行う作業

上位語,概念 : 砕土
下位語, 概念 : 荒代
別名 : 代掻き

浸種(しんしゅ)  階層 6/7

催芽作業の一つで 水を用いて種を浸す作業

上位語,概念 : 催芽

新梢管理(しんしょうかんり)  階層 2/7

捻枝, 誘引, 摘心などの作業による複合作業

心土破砕(しんどはさい) 階層 7/7

砕土作業の一つで 畑で行う作業

上位語,概念 : 砕土

CA貯蔵(しーえーちょぞう) 階層 5/7

作物生産を目的として制御空気を用いて行う作業

上位語,概念 : ガス環境による鮮度保持作業

自給肥料生産(じきゅうひりょうせいさん)  階層 5/7

肥料生産 を目的として自給肥料を対象として行う作業

上位語,概念 : 肥料生産

実肥散布(じっぴさんぷ) 階層 7/7

追肥作業の一つで 作において 登熟期に行う作業

上位語,概念 : 追肥

ジベレリン処理(じべれりんしょり) 階層 5/7

植物ホルモン剤施用作業の一つで ジベレリンを用いて果房を浸す作業

上位語,概念 : 植物ホルモン剤施用

受粉(じゅふん)  階層 5/7



結実制御を目的として花を受精させる作業

上位語,概念 : 結実制御作業
下位語, 概念 : 物理的手段による受粉 化学的手段による受粉 生物的手段による受粉
別名 : 人工授粉 人工受粉 授粉

受粉昆虫飼育(じゅふんこんちゅうしいく) 階層 4/7

有用生物飼育を目的として受粉昆虫を対象として行う作業

上位語,概念 : 有用生物飼育

蒸気消毒(じょうきしょうどく) 階層 7/7

病原菌制御を目的として蒸気を用いて消毒する作業

上位語,概念 : 物理的病原菌抑制作業

情報交換(じょうほうこうかん)  階層 4/7

情報収集作業の一つで 情報交換を目的として行う作業

上位語,概念 : 情報収集
別名 : ミーティング 打ち合わせ 会議

情報収集(じょうほうしゅうしゅう) 階層 3/7

情報取集を目的として行う作業

上位語,概念 : 経営管理作業
下位語, 概念 : 情報交換 技術習得

除塩(じょえん)  階層 5/7

土壌成分制御を目的として圃場で塩分を除去する作業

上位語,概念 : 土壌成分制御作業
下位語, 概念 : かん水による除塩

除草剤散布(じょそうざいさんぷ)  階層 7/7

雑草制御を目的として除草剤を散布する作業

上位語,概念 : 化学的雑草抑制作業
下位語, 概念 : 畦畔除草剤散布 畦畔除草

除袋(じょたい)  階層 5/7

出荷調製作業の一つで 袋を除去する作業

上位語,概念 : 出荷調製作業
別名 : 袋はぎ

水温上昇剤散布(すいおんじょうしょうざいさんぷ)  階層 7/7

水加温作業の一つで 水温上昇剤を用いて行う作業

上位語,概念 : 水加温

水分制御作業(すいぶんせいぎょさぎょう) 階層 3/7

水分制御を目的として行う作業

上位語,概念 : 環境制御作業
下位語, 概念 : 排水作業 給水作業 保水作業
別名 : 水管理

水利賦役(すいりふえき)  階層 6/7

施設管理を目的として共同水源を対象として行う作業

上位語,概念 : 水路管理作業



すずめ追い(すずめおい) 階層 7/7

有害動物抑制を目的としてスズメを追い払う作業

上位語,概念 : 物理的有害動物抑制作業

スタブル耕(すたぶるこう) 階層 6/7

耕起作業の一つで スタブルカルチを用いて行う作業

上位語,概念 : 耕起

ずらし(ずらし)  階層 5/7

作において 環境順化 を目的として定植前に根を切る作業

上位語,概念 : 環境順化作業

生育調査(せいいくちょうさ) 階層 5/7

人によるモニタリング作業の一つで 生育期間に生育を対象として行う作業

上位語,概念 : 人によるモニタリング

清掃(せいそう) 階層 3/7

清掃を目的として行う作業

上位語,概念 : 作物生産管理作業
下位語, 概念 : ハウス片付け 園地の清掃 収穫後の後片付け せん定後の後片付け

整地(せいち)  階層 5/7

土壌準備を目的として土を準備する作業

上位語,概念 : 土壌準備作業
下位語, 概念 : 砕土 均平化

生物制御作業(せいぶつせいぎょさぎょう)  階層 3/7

生物制御を目的として行う作業

上位語,概念 : 環境制御作業
下位語, 概念 : 生物抑制作業
別名 : 防除

精米(せいまい) 階層 5/7

出荷調製作業の一つで 糠を除去する作業

上位語,概念 : 出荷調製作業

施肥(せひ)  階層 5/7

土壌成分制御を目的として圃場で肥料を施用する作業

上位語,概念 : 土壌成分制御作業
下位語, 概念 : 基肥 追肥 無機肥料施用 有機肥料施用 土壌改良剤散布
別名 : 肥料散布

選果(せんか) 階層 5/7

選別作業の一つで 果実を選ぶ作業

上位語,概念 : 選別作業

選種(せんしゅ)  階層 6/7

発芽促進を目的として種を対象として行う作業

上位語,概念 : 種苗選別
下位語, 概念 : 塩水選



せん定(せんてい)  階層 5/7

草姿制御作業の一つで 枝を切る作業

上位語,概念 : 草姿制御作業
別名 : 剪定

せん定後の後片付け(せんていごのあとかたづけ)  階層 4/7

清掃作業の一つで せん定後に行う作業

上位語,概念 : 清掃

鮮度保持作業(せんどほじさぎょう)  階層 3/7

作物生産を目的として収穫物を対象として行う作業

上位語,概念 : 農業生産物調製作業
下位語, 概念 : 乾燥による鮮度保持作業 温度による鮮度保持作業 ガス環境による鮮度保持作業 化学成分による鮮
度保持作業

選別作業(せんべつ)  階層 4/7

作物生産を目的として行う作業

上位語,概念 : 規格適合化作業
下位語, 概念 : 選粒 選果 階級選別 等級選別
別名 : 選別

選粒(せんりゅう) 階層 5/7

選別作業の一つで 子実を選ぶ作業

上位語,概念 : 選別作業

草姿制御作業(そうしせいぎょさぎょう)  階層 4/7

草姿制御を目的として行う作業

上位語,概念 : 栄養成長制御作業
下位語, 概念 : 捻枝 せん定 誘引 摘芽 摘葉 切り戻し 摘心 つるがえし
別名 : 整枝

堆肥散布(たいひさんぷ)  階層 7/7

土壌成分制御を目的として堆肥を対象として行う作業

上位語,概念 : 有機肥料施用

太陽熱消毒(たいようねつしょうどく) 階層 7/7

病原菌制御を目的として太陽熱を用いて消毒する作業

上位語,概念 : 物理的病原菌抑制作業

田植え(たうえ) 階層 6/7

定植作業の一つで 作において 水田で行う作業

上位語,概念 : 定植
別名 : 田植

種芋選別(たねいもせんべつ) 階層 6/7

発芽促進を目的として種芋を対象として行う作業

上位語,概念 : 種苗選別
別名 : 種いも選別

玉吊り(たまつり) 階層 5/7



ひも作において 外観制御を目的としてひもを用いて果実を吊る作業

上位語,概念 : 外観制御作業

炭酸ガス制御作業(たんさんがすせいぎょさぎょう)  階層 5/7

炭酸ガス制御を目的として炭酸ガスを対象として行う作業

上位語,概念 : ガス環境制御作業
別名 : CO2制御

短日処理(たんじつしょり)  階層 6/7

日長制御を目的として光を遮る作業

上位語,概念 : 日長制御作業

湛水直播(たんすいちょくはん) 階層 6/7

は種作業の一つで 作において 水田で行う作業

上位語,概念 : は種

脱穀(だっこく)  階層 5/7

出荷調製作業の一つで 子実を分ける作業

上位語,概念 : 出荷調製作業
下位語, 概念 : コンバイン作業

脱穀後のもみ運搬(だっこくごのもみうんぱん) 階層 6/7

もみ運搬作業の一つで 脱穀後に行う作業

上位語,概念 : もみ運搬

暖房機組立(だんぼうきくみたて) 階層 5/7

機資材管理を目的として暖房機を対象として行う作業

上位語,概念 : 機資材制作

暖房機設置(だんぼうきせっち) 階層 5/7

機資材設置を目的として暖房機を対象として行う作業

上位語,概念 : 機資材設置

暖房機取り壊し(だんぼうきとりこわし) 階層 4/7

機資材管理を目的として暖房機を対象として行う作業

上位語,概念 : 機資材管理作業

暖房機の組立・設置・取り壊し(だんぼうきのくみたて・せっち・とりこわし)  階層 2/7

暖房機組立, 暖房機取り壊しなどの作業による複合作業

中耕(ちゅうこう)  階層 5/7

土壌準備を目的として生育期間に畑で表土を耕す作業

上位語,概念 : 土壌準備作業

長日処理(ちょうじつしょり) 階層 6/7

日長制御を目的として人工光を晒す作業

上位語,概念 : 日長制御作業
下位語, 概念 : 電照

鎮圧(ちんあつ) 階層 7/7



均平化作業の一つで 畑で土塊を押しつぶす作業

上位語,概念 : 均平化

追熟作業(ついじゅくさぎょう) 階層 3/7

作物生産を目的として収穫物を対象として行う作業

上位語,概念 : 農業生産物調製作業
下位語, 概念 : 催色

追肥(ついひ) 階層 6/7

施肥作業の一つで 生育期間に行う作業

上位語,概念 : 施肥
下位語, 概念 : 実肥散布 穂肥散布

接ぎ木(つぎき)  階層 5/7

栄養繁殖を目的として台木で接ぎ穂を接ぐ作業

上位語,概念 : 栄養繁殖作業
下位語, 概念 : 呼び接ぎ 割り接ぎ
別名 : 接木

摘取り(つみとり) 階層 4/7

収穫作業の一つで 摘む作業

上位語,概念 : 収穫作業

つるがえし(つるがえし)  階層 5/7

草姿制御作業の一つで 作において 不定根を切る作業

上位語,概念 : 草姿制御作業

低温貯蔵(ていおんちょぞう) 階層 5/7

作物生産を目的として低温を用いて貯蔵する作業

上位語,概念 : 温度による鮮度保持作業

定植(ていしょく)  階層 5/7

移植作業の一つで 本圃で幼植物を移植する作業

上位語,概念 : 移植作業
下位語, 概念 : 田植え 鉢上げ

手刈り作業(てがりさぎょう) 階層 5/7

刈取り作業の一つで 鎌を用いて行う作業

上位語,概念 : 刈取り

摘果(てきか)  階層 5/7

結実制御を目的として果実を取る作業

上位語,概念 : 結実制御作業

摘花(てきか)  階層 5/7

結実制御を目的として花を取る作業

上位語,概念 : 結実制御作業

摘芽(てきが)  階層 5/7

草姿制御作業の一つで 芽を取る作業



上位語,概念 : 草姿制御作業
下位語, 概念 : わき芽つみ
別名 : 芽かき

摘心(てきしん)  階層 5/7

草姿制御作業の一つで 成長中の先端部を取る作業

上位語,概念 : 草姿制御作業

摘房(てきぼう) 階層 5/7

作において 結実制御を目的として果房を対象として行う作業

上位語,概念 : 結実制御作業

摘葉(てきよう)  階層 5/7

草姿制御作業の一つで 葉を取る作業

上位語,概念 : 草姿制御作業

摘蕾(てきらい) 階層 5/7

結実制御を目的として蕾を取る作業

上位語,概念 : 結実制御作業
下位語, 概念 : 花穂整形

摘粒(てきりゅう) 階層 5/7

作において 結実制御を目的として果粒を取る作業

上位語,概念 : 結実制御作業

鉄コーティング(てつこーてぃんぐ) 階層 6/7

種子コーティング作業の一つで 鉄を用いて行う作業

上位語,概念 : 種子コーティング

手取除草(てどりじょそう) 階層 7/7

物理的雑草抑制作業の一つで 人手を用いて行う作業

上位語,概念 : 物理的雑草抑制作業
別名 : 草抜き 草引き 草取り

天敵昆虫飼育(てんてきこんちゅうしいく) 階層 4/7

有用生物飼育を目的として天敵昆虫を対象として行う作業

上位語,概念 : 有用生物飼育

電照(でんしょう)  階層 7/7

長日処理作業の一つで 光源装置を用いて行う作業

上位語,概念 : 長日処理

踏圧(とうあつ) 階層 5/7

作において 環境順化 を目的として踏む作業

上位語,概念 : 環境順化作業
下位語, 概念 : 麦踏み

等級選別(とうきゅうせんべつ) 階層 5/7

選別作業の一つで 品質を用いて収穫物を分ける作業

上位語,概念 : 選別作業



床土作り(とこつちづくり)  階層 6/7

圃場準備を目的として床土を作る作業

上位語,概念 : 圃場準備作業

取り木(とりき)  階層 5/7

栄養繁殖を目的として枝を発根させる作業

上位語,概念 : 栄養繁殖作業

トンネル組み立て(とんねるくみたて) 階層 5/7

施設管理を目的としてトンネルを組み立てる作業

上位語,概念 : 地上構造物管理作業

トンネル取り壊し(とんねるとりこわし) 階層 5/7

施設管理を目的としてトンネルを取り壊す作業

上位語,概念 : 地上構造物管理作業

トンネル・ハウス組み立て(とんねるはうすくみたて)  階層 2/7

ハウス組み立て, トンネル組み立てなどの作業による複合作業

トンネル被覆(とんねるひふく) 階層 5/7

作において 機資材設置を目的としてトンネルを被覆する作業

上位語,概念 : 機資材設置

土壌改良剤散布(どうじょうかいりょうざいさんぷ) 階層 6/7

酸性土壌改良作業の一つで 土壌改良剤を散布する作業

上位語,概念 : 酸性土壌改良

土壌消毒(どじょうしょうどく)  階層 8/7

農薬散布作業の一つで 土を消毒する作業

上位語,概念 : 農薬散布

苗運搬(なえうんぱん)  階層 5/7

作物運搬作業の一つで 幼植物を対象として行う作業

上位語,概念 : 作物運搬
別名 : 苗の運搬

苗出し(なえだし) 階層 6/7

緑化作業の一つで 育苗施設で行う作業

上位語,概念 : 緑化

苗取り(なえとり)  階層 5/7

繁殖準備を目的として幼植物を抜き取る作業

上位語,概念 : 繁殖準備作業

苗床消毒(なえどこしょうどく) 階層 8/7

農薬散布作業の一つで 苗床を消毒する作業

上位語,概念 : 農薬散布

苗箱播種(なえばこはしゅ) 階層 6/7

は種作業の一つで 作において 育苗箱で行う作業



上位語,概念 : は種
別名 : 育苗箱播種

中干し(なかぼし) 階層 6/7

落水作業の一つで 作において 表土を乾燥させる作業

上位語,概念 : 落水

苗代作り(なわしろづくり)  階層 6/7

作において 圃場準備を目的として苗代を作る作業

上位語,概念 : 圃場準備作業

入水(にゅうすい) 階層 6/7

灌漑作業の一つで 作において 入れる作業

上位語,概念 : 灌漑

根切り(ねきり) 階層 5/7

作において 斉一化を目的として根を切る作業

上位語,概念 : 斉一化作業

熱水消毒(ねっすいしょうどく) 階層 7/7

病原菌制御を目的として熱水を用いて消毒する作業

上位語,概念 : 物理的病原菌抑制作業

根回し(ねまわし) 階層 5/7

作において 環境順化 を目的として移植前に根を切る作業

上位語,概念 : 環境順化作業

捻枝(ねんし)  階層 5/7

草姿制御作業の一つで 枝を曲げる作業

上位語,概念 : 草姿制御作業

農機具管理作業(のうきぐかんりさぎょう)  階層 4/7

機資材管理を目的として農機具を管理する作業

上位語,概念 : 機資材管理作業
下位語, 概念 : 農業機械整備

農業機械整備(のうぎょうきかいせいび) 階層 5/7

機資材点検作業の一つで 農業機械を対象として行う作業

上位語,概念 : 機資材点検

農道管理作業(のうどうかんりさぎょう)  階層 5/7

施設管理を目的として農道を対象として行う作業

上位語,概念 : 農村管理作業

農薬散布(のうやくさんぷ)  階層 7/7

病原菌制御を目的として圃場で農薬を用いて散布する作業

上位語,概念 : 化学的病原菌抑制作業
下位語, 概念 : 殺菌剤散布 種子消毒 土壌消毒 苗床消毒
別名 : 薬剤散布 薬散



芒取り(のぎとり) 階層 5/7

作において 発芽促進を目的として芒を取る作業

上位語,概念 : 発芽促進作業
別名 : 芒取 脱芒

排水作業(はいすいさぎょう)  階層 4/7

水分制御作業の一つで 排水を目的として行う作業

上位語,概念 : 水分制御作業
下位語, 概念 : 落水
別名 : 排水

ハウス片付け(はうすかたづけ) 階層 4/7

清掃作業の一つで ハウスを清掃する作業

上位語,概念 : 清掃
下位語, 概念 : 育苗ハウス片付け

ハウス組み立て(はうすくみたて) 階層 5/7

施設管理を目的としてハウスを組み立てる作業

上位語,概念 : 地上構造物管理作業
下位語, 概念 : 育苗ハウス組み立て

ハウス修繕(はうすしゅうぜん) 階層 5/7

施設管理を目的としてハウスを修繕する作業

上位語,概念 : 地上構造物管理作業

ハウス取り壊し(はうすとりこわし) 階層 5/7

施設管理を目的としてハウスを取り壊す作業

上位語,概念 : 地上構造物管理作業

箱詰め(はこづめ) 階層 4/7

梱包作業の一つで 箱を用いて詰める作業

上位語,概念 : 梱包作業

は種(はしゅ)  階層 5/7

種子繁殖を目的として種を播く作業

上位語,概念 : 種子繁殖作業
下位語, 概念 : 苗箱播種 湛水直播 乾田直播
別名 : 播種 種まき

鉢上げ(はちあげ) 階層 6/7

定植作業の一つで 植木鉢で行う作業

上位語,概念 : 定植

鉢消毒(はちしょうどく) 階層 5/7

資材消毒作業の一つで 鉢を対象として行う作業

上位語,概念 : 資材消毒

鉢土詰め(はちつちつめ) 階層 6/7

圃場準備を目的として土を入れる作業

上位語,概念 : 圃場準備作業



張込(はりこみ) 階層 2/7

収穫物運搬, 出荷調整作業, 子実乾燥などの作業による複合作業

ハロー(はろー) 階層 7/7

砕土作業の一つで ハローを用いて行う作業

上位語,概念 : 砕土

販売管理(はんばいかんり) 階層 4/7

マーケティング作業の一つで 販売管理を目的として行う作業

上位語,概念 : マーケティング

ハードニング(はーどにんぐ) 階層 5/7

環境順化 を目的として光, 気温を用いて幼植物を晒す作業

上位語,概念 : 環境順化作業
別名 : 硬化

培土(ばいど)  階層 5/7

土壌準備を目的として生育期間に畝間, 株元で土を盛る作業

上位語,概念 : 土壌準備作業
別名 : 土寄せ 土入れ

バインダ作業(ばいんださぎょう) 階層 5/7

刈取り作業の一つで バインダを用いて行う作業

上位語,概念 : 刈取り

ひえ抜き(ひえぬき)  階層 7/7

物理的雑草抑制作業の一つで ヒエを取る作業

上位語,概念 : 物理的雑草抑制作業
別名 : ひえ切り

被害個体抜取り(ひがいこたいぬきとり)  階層 7/7

病原菌制御を目的として被害個体を抜く作業

上位語,概念 : 物理的病原菌抑制作業
別名 : 被害茎抜取り

人によるモニタリング(ひとによるもにたりんぐ) 階層 4/7

モニタリング作業の一つで 人を用いて行う作業

上位語,概念 : モニタリング
下位語, 概念 : 生育調査 作柄見回り
別名 : 見回り

肥料運搬(ひりょううんぱん)  階層 5/7

資材運搬作業の一つで 肥料を対象として行う作業

上位語,概念 : 資材運搬
別名 : 肥料の運搬

肥料計画(ひりょうけいかく) 階層 4/7

計画策定作業の一つで 肥料計画を目的として行う作業

上位語,概念 : 計画策定



品種選定(ひんしゅせんてい) 階層 4/7

計画策定作業の一つで 品種選定を目的として行う作業

上位語,概念 : 計画策定

ビニールハウス被覆(びにーるはうすひふく)  階層 5/7

作において 機資材設置を目的としてハウスを被覆する作業

上位語,概念 : 機資材設置
別名 : ビニール被覆

ビニールマルチング(びにーるまるちんぐ)  階層 6/7

マルチング作業の一つで ビニルを対象として行う作業

上位語,概念 : マルチング
別名 : マルチ張り

病原菌抑制作業(びょうげんきんよくせいさぎょう) 階層 5/7

病原菌制御を目的として行う作業

上位語,概念 : 生物抑制作業
下位語, 概念 : 物理的病原菌抑制作業 化学的病原菌抑制作業 生物的病原菌抑制作業 粗皮はぎ
別名 : 病原菌防除 病害防除

病害虫防除(びょうちゅうがいほうじょ) 階層 2/7

病原菌抑制作業, 害虫抑制作業などの作業による複合作業

覆土(ふくど)  階層 5/7

種子繁殖を目的として土を用いて種を被覆する作業

上位語,概念 : 種子繁殖作業

袋掛け(ふくろかけ)  階層 5/7

袋作において 外観制御を目的として袋を用いて果実を被覆する作業

上位語,概念 : 外観制御作業

袋づくり(ふくろづくり)  階層 5/7

機資材管理を目的として袋を対象として行う作業

上位語,概念 : 機資材制作

袋詰め(ふくろづめ) 階層 5/7

包装 作業の一つで 袋を用いて行う作業

上位語,概念 : 包装

不良品除去(ふりょうひんじょきょ) 階層 5/7

出荷調製作業の一つで 不良品を除去する作業

上位語,概念 : 出荷調製作業

物理的雑草抑制作業(ぶつりてきざっそうよくせいさぎょう)  階層 6/7

雑草抑制作業の一つで 物理的手段を用いて雑草を取る作業

上位語,概念 : 雑草抑制作業
下位語, 概念 : 畦畔除草 圃場周り除草 手取除草 機械除草 ひえ抜き 中耕 培土 マルチング
別名 : 草刈り 草刈

分球(ぶんきゅう) 階層 6/7



株分け作業の一つで 球根を対象として行う作業
上位語,概念 : 株分け

プラウ耕(ぷらうこう) 階層 6/7

耕起作業の一つで プラウを用いて行う作業

上位語,概念 : 耕起

ベタがけ資材設置(べたがけしざいせっち) 階層 5/7

布作において 機資材設置を目的として布を用いて地面を被覆する作業

上位語,概念 : 機資材設置

ベーラー作業(べーらーさぎょう) 階層 4/7

作物生産を目的としてベーラーを用いて圧縮する作業

上位語,概念 : 収穫物集約
別名 : ベーリング

包装 (ほうそう)  階層 4/7

梱包作業の一つで 包む作業

上位語,概念 : 梱包作業
下位語, 概念 : 袋詰め
別名 : ラッピング

保温(ほおん)  階層 5/7

保温を目的として行う作業

上位語,概念 : 温度制御作業
下位語, 概念 : こもかけ
別名 : 無加温

穂肥散布(ほごえさんぷ) 階層 7/7

追肥作業の一つで 作において 幼穂形成期に行う作業

上位語,概念 : 追肥

補植(ほしょく)  階層 5/7

移植作業の一つで 補植を目的として行う作業

上位語,概念 : 移植作業
下位語, 概念 : 浮き苗直し
別名 : 植え直し

圃場周り除草(ほじょうまわりじょそう) 階層 7/7

物理的雑草抑制作業の一つで 圃場周りで行う作業

上位語,概念 : 物理的雑草抑制作業

保水作業(ほすいさぎょう) 階層 4/7

水分制御作業の一つで 保水を目的として行う作業

上位語,概念 : 水分制御作業
下位語, 概念 : 代かき マルチング
別名 : 保水

掘取り(ほりとり)  階層 4/7

収穫作業の一つで 作において 掘る作業

上位語,概念 : 収穫作業



防虫ネット設置(ぼうちゅうねっとせっち)  階層 5/7

機資材設置を目的として防虫ネットを被覆する作業

上位語,概念 : 機資材設置

防風ネット設置(ぼうふうねっとせっち)  階層 5/7

機資材設置を目的として防風ネットを張る作業

上位語,概念 : 機資材設置

防風林枝払い(ぼうふうりんえだはらい)  階層 5/7

施設管理を目的として防風林で枝を切る作業

上位語,概念 : 農村管理作業

簿記記帳(ぼききちょう)  階層 4/7

会計管理作業の一つで 簿記記帳を目的として行う作業

上位語,概念 : 会計管理

玉回し(またまわし) 階層 5/7

作において 外観制御を目的として果実を回転する作業

上位語,概念 : 外観制御作業

間引き(まびき)  階層 5/7

斉一化を目的として幼植物を抜く作業

上位語,概念 : 斉一化作業
下位語, 概念 : 間伐

マルチング(まるちんぐ) 階層 5/7

マルチングを目的として土壌表面で被覆する作業

上位語,概念 : 機資材設置
下位語, 概念 : ビニールマルチング 敷きわら 敷き草

マーケティング(まーけてぃんぐ) 階層 3/7

マーケティングを目的として行う作業

上位語,概念 : 経営管理作業
下位語, 概念 : 販売管理 顧客管理

水加温(みずかおん) 階層 6/7

加温作業の一つで 水を加温する作業

上位語,概念 : 加温
下位語, 概念 : 水温上昇剤散布

溝施肥(みぞせひ) 階層 7/7

基肥作業の一つで 作において 溝で行う作業

上位語,概念 : 基肥

溝掘り(みぞほり)  階層 6/7

圃場準備を目的として溝を掘る作業

上位語,概念 : 圃場準備作業
別名 : 作溝 溝切り 溝掘

ミツバチによる受粉(みつばちによるじゅふん) 階層 7/7



結実制御を目的として行う作業

上位語,概念 : 生物的手段による受粉

無核化(むかくか)  階層 5/7

結実制御を目的として種を除去する作業

上位語,概念 : 結実制御作業
下位語, 概念 : 化学的手段による無核化

無機肥料施用(むきひりょうせよう) 階層 6/7

施肥作業の一つで 無機肥料を対象として行う作業

上位語,概念 : 施肥
別名 : 化学肥料散布

麦踏み(むぎふみ)  階層 6/7

踏圧作業の一つで ローラーを用いて幼植物を対象として行う作業

上位語,概念 : 踏圧

明渠施工(めいきょせこう)  階層 5/7

圃場管理を目的として明渠を施工する作業

上位語,概念 : 圃場管理作業

モア(もあ) 階層 8/7

機械除草作業の一つで モアを用いて行う作業

上位語,概念 : 機械除草

モニタリング(もにたりんぐ) 階層 3/7

モニタリングを目的として行う作業

上位語,概念 : 作物生産管理作業
下位語, 概念 : 人によるモニタリング サンプリングによるモニタリング センサーによるモニタリング

もみ運搬(もみうんぱん)  階層 5/7

収穫物運搬作業の一つで もみを対象として行う作業

上位語,概念 : 収穫物運搬
下位語, 概念 : 脱穀後のもみ運搬 もみすり前のもみ運搬

もみ殻鋤込み(もみがらすきこみ)  階層 7/7

土壌成分制御を目的としてもみ殻を混和する作業

上位語,概念 : 有機肥料施用

もみすり(もみすり)  階層 5/7

出荷調製作業の一つで もみを除去する作業

上位語,概念 : 出荷調製作業
別名 : 籾摺り 籾擦

もみすり前のもみ運搬(もみすりまえのもみうんぱん) 階層 6/7

もみ運搬作業の一つで もみすり前に行う作業

上位語,概念 : もみ運搬

誘引(ゆういん)  階層 5/7

草姿制御作業の一つで ひもを用いて茎, 枝を結ぶ作業

上位語,概念 : 草姿制御作業



有害動物抑制作業(ゆうがいどうぶつよくせいさぎょう)  階層 5/7

有害動物抑制を目的として行う作業

上位語,概念 : 生物抑制作業
下位語, 概念 : 物理的有害動物抑制作業 化学的有害動物抑制作業 生物的有害動物抑制作業
別名 : 鳥獣害対策

誘蛾灯管理(ゆうがとうかんり)  階層 5/7

施設管理を目的として誘蛾灯を管理する作業

上位語,概念 : 地上構造物管理作業

誘殺バンド取り付け(ゆうさつばんどとりつけ)  階層 7/7

害虫抑制を目的として誘殺バンドを取り付ける作業

上位語,概念 : 物理的害虫抑制作業

融雪剤散布(ゆうせつざいさんぷ)  階層 5/7

雪制御作業の一つで 融雪剤を散布する作業

上位語,概念 : 雪制御作業

雪制御作業(ゆきせいぎょさぎょう) 階層 4/7

雪制御 を目的として行う作業

上位語,概念 : 気候制御作業
下位語, 概念 : 融雪剤散布
別名 : 防雪

汚れ除去(よごれじょきょ) 階層 5/7

出荷調製作業の一つで 汚れを除去する作業

上位語,概念 : 出荷調製作業

呼び接ぎ(よびつぎ) 階層 6/7

接ぎ木作業の一つで 接合作において 接合を用いて行う作業

上位語,概念 : 接ぎ木
別名 : 寄接ぎ

予冷(よれい) 階層 5/7

作物生産を目的として出荷前に低温を用いて行う作業

上位語,概念 : 温度による鮮度保持作業

落水(らくすい) 階層 5/7

排水作業の一つで 作において 水田で排水する作業

上位語,概念 : 排水作業
下位語, 概念 : 中干し 落水溝堀り

落水溝堀り(らくすいみぞほり)  階層 6/7

落水作業の一つで 溝掘り作において 溝掘りを用いて行う作業

上位語,概念 : 落水

ラップサイレージ調製(らっぷさいれーじちょうせい) 階層 3/7

作において 作物生産を目的としてサイレージを作る作業

上位語,概念 : 農業生産物調製作業



緑化(りょくか) 階層 5/7

環境順化 を目的として光を用いて幼植物を晒す作業

上位語,概念 : 環境順化作業
下位語, 概念 : 苗出し

緑肥鋤込み(りょくひすきこみ) 階層 7/7

土壌成分制御を目的として緑肥を混和する作業

上位語,概念 : 有機肥料施用

緑肥生産(りょくひせいさん) 階層 5/7

肥料生産 を目的として緑肥を対象として行う作業

上位語,概念 : 肥料生産

冷却(れいきゃく)  階層 5/7

冷却を目的として行う作業

上位語,概念 : 温度制御作業
下位語, 概念 : 冷房

冷房(れいぼう) 階層 6/7

冷却作業の一つで 冷房装置を用いて行う作業

上位語,概念 : 冷却

レーザーレベラー(れーざーれべらー) 階層 7/7

均平化作業の一つで 作において 行う作業

上位語,概念 : 均平化

労働管理(ろうどうかんり) 階層 3/7

労働管理を目的として行う作業

上位語,概念 : 経営管理作業
下位語, 概念 : 雇用管理 安全管理

ロータリー耕(ろーたりーこう) 階層 7/7

耕耘作業の一つで ロータリー耕耘機を用いて行う作業

上位語,概念 : 耕耘

わき芽つみ(わきめつみ)  階層 6/7

摘芽作業の一つで わき芽を対象として行う作業

上位語,概念 : 摘芽
別名 : 腋芽つみ 脇芽つみ 側芽かき 側芽つみ

割り接ぎ(わりつぎ) 階層 6/7

接ぎ木作業の一つで 挿入作において 挿入を用いて行う作業

上位語,概念 : 接ぎ木

297件

概念リスト

雨制御作業 (あめせいぎょさぎょう) 階層 4/7



雨制御を目的として行う気候制御作業

上位語,概念 : 気候制御作業
下位語, 概念 : 袋掛け 傘かけ

営農管理作業 (えいのうかんりさぎょう) 階層 1/7

営農管理を目的として行う農作業

上位語,概念 : 農作業
下位語, 概念 : 経営管理作業

栄養成長制御作業 (えいようせいちょうせいぎょさぎょう) 階層 3/7

栄養成長制御を目的として行う作物生育作業

上位語,概念 : 作物生育作業
下位語, 概念 : 出芽作業 環境順化作業 斉一化作業 移植作業 草姿制御作業

栄養繁殖作業 (えいようはんしょくさぎょう) 階層 4/7

栄養繁殖を目的として行う繁殖制御作業

上位語,概念 : 繁殖制御作業
下位語, 概念 : 挿し木 接ぎ木 取り木 株分け

温度制御作業 (おんどせいぎょさぎょう) 階層 4/7

温度制御を目的として行う気候制御作業

上位語,概念 : 気候制御作業
下位語, 概念 : 保温 加温 冷却 マルチング

温度による鮮度保持作業 (おんどによるせんどほじさぎょう) 階層 4/7

作物生産を目的として温度を用いて行う鮮度保持作業

上位語,概念 : 鮮度保持作業
下位語, 概念 : キュアリング 低温貯蔵 予冷

化学成分制御作業 (かがくせいぶんせいぎょさぎょう) 階層 3/7

化学成分制御を目的として行う環境制御作業

上位語,概念 : 環境制御作業
下位語, 概念 : 植物ホルモン剤施用 種子コーティング

化学成分による鮮度保持作業 (かがくせいぶんによるせんどほじさぎょう) 階層 4/7

作物生産を目的として化学物質を用いて行う鮮度保持作業

上位語,概念 : 鮮度保持作業

化学的害虫抑制作業 (かがくてきがいちゅうよくせいさぎょう) 階層 6/7

害虫抑制を目的として化学的手段を用いて行う害虫抑制作業

上位語,概念 : 害虫抑制作業
下位語, 概念 : 殺虫剤散布 農薬散布

化学的雑草抑制作業 (かがくてきざっそうよくせいさぎょう) 階層 6/7

雑草制御を目的として化学的手段を用いて行う雑草抑制作業

上位語,概念 : 雑草抑制作業
下位語, 概念 : 除草剤散布 農薬散布

化学的手段による受粉 (かがくてきしゅだんによるじゅふん) 階層 6/7

化学的手段作において結実制御を目的として化学的手段を用いて行う受粉作業

上位語,概念 : 受粉



下位語, 概念 : 植物ホルモン剤による受粉

化学的手段による無核化 (かがくてきしゅだんによるむかくか) 階層 6/7

化学的手段作において結実制御を目的として化学的手段を用いて行う無核化作業

上位語,概念 : 無核化
下位語, 概念 : 植物ホルモン剤による無核化

化学的病原菌抑制作業 (かがくてきびょうげんきんよくせいさぎょう) 階層 6/7

病原菌制御を目的として化学的手段を用いて行う病原菌抑制作業

上位語,概念 : 病原菌抑制作業
下位語, 概念 : 農薬散布

化学的有害動物抑制作業 (かがくてきゆうがいどうぶつよくせいさぎょう) 階層 6/7

有害動物抑制を目的として化学的手段を用いて行う有害動物抑制作業

上位語,概念 : 有害動物抑制作業

環境順化作業 (かんきょうじゅんかさぎょう) 階層 4/7

環境順化 を目的として行う栄養成長制御作業

上位語,概念 : 栄養成長制御作業
下位語, 概念 : 根回し ハードニング 踏圧 緑化 ずらし

環境制御作業 (かんきょうせいぎょさぎょう) 階層 2/7

環境制御を目的として行う作物生産作業

上位語,概念 : 作物生産作業
下位語, 概念 : 土壌制御作業 気候制御作業 水分制御作業 生物制御作業 化学成分制御作業

外観制御作業 (がいかんせいぎょさぎょう) 階層 4/7

外観制御を目的として行う生殖成長制御作業

上位語,概念 : 生殖成長制御作業
下位語, 概念 : 袋掛け 玉吊り 傘かけ 玉回し 除袋

ガス環境制御作業 (がすかんきょうせいぎょさぎょう) 階層 4/7

ガス環境制御を目的として気体を対象として行う気候制御作業

上位語,概念 : 気候制御作業
下位語, 概念 : 炭酸ガス制御作業

ガス環境による鮮度保持作業 (がすかんきょうによるせんどほじさぎょう) 階層 4/7

作物生産を目的としてガス環境を用いて行う鮮度保持作業

上位語,概念 : 鮮度保持作業
下位語, 概念 : CA貯蔵 MA貯蔵

規格適合化作業 (きかくてきごうかさぎょう) 階層 3/7

作物生産を目的として行う農業生産物調製作業

上位語,概念 : 農業生産物調製作業
下位語, 概念 : 出荷調製作業 選別作業

気候制御作業 (きこうせいぎょさぎょう) 階層 3/7

気候制御を目的として行う環境制御作業

上位語,概念 : 環境制御作業
下位語, 概念 : 風制御作業 霜制御作業 雨制御作業 雪制御作業 光制御作業 空気制御作業 温度制御作業 湿度制御作
業 ガス環境制御作業



機資材管理作業 (きしざいかんりさぎょう) 階層 3/7

機資材管理を目的として機資材を対象として行う作物生産管理作業

上位語,概念 : 作物生産管理作業
下位語, 概念 : 肥料生産 資材配合 資材消毒 機資材制作 機資材修繕 機資材点検 機資材設置 農機具管理作業 機資
材除去 暖房機取り壊し

機資材除去 (きしざいじょきょ) 階層 4/7

機資材管理を目的として行う機資材管理作業

上位語,概念 : 機資材管理作業

機資材制作 (きしざいせいさく) 階層 4/7

機資材管理を目的として機資材を行う機資材管理作業

上位語,概念 : 機資材管理作業
下位語, 概念 : 袋づくり 暖房機組立

機資材設置 (きしざいせっち) 階層 4/7

機資材設置を目的として行う機資材管理作業

上位語,概念 : 機資材管理作業
下位語, 概念 : 支柱立て ベタがけ資材設置 ビニールハウス被覆 トンネル被覆 防虫ネット設置 寒冷紗張り 防風ネ
ット設置 暖房機設置 マルチング 誘殺バンド取り付け

組み合わせ作業 (きまわせさぎょう) 階層 1/7

を目的として行う農作業

上位語,概念 : 農作業
下位語, 概念 : 育苗 病害虫防除 新梢管理 張込 出荷作業 暖房機の組立・設置・取り壊し トンネル・ハウス組み立

て

空気制御作業 (くうきせいぎょさぎょう) 階層 4/7

空気制御を目的として行う気候制御作業

上位語,概念 : 気候制御作業
下位語, 概念 : 換気

経営管理作業 (けいえいかんりさぎょう) 階層 2/7

経営管理を目的として行う営農管理作業

上位語,概念 : 営農管理作業
下位語, 概念 : 情報収集 会計管理 労働管理 マーケティング 計画策定 評価作業 資材購入

結実制御作業 (けつじつせいぎょさぎょう) 階層 4/7

結実制御を目的として行う生殖成長制御作業

上位語,概念 : 生殖成長制御作業
下位語, 概念 : 受粉 無核化 摘果 摘花 摘蕾 摘房 摘粒

光質制御作業 (こうしつせいぎょ) 階層 5/7

光質制御を目的として行う光制御作業

上位語,概念 : 光制御作業

作物生育作業 (さくもつせいいくさぎょう) 階層 2/7

作物生育を目的として行う作物生産作業

上位語,概念 : 作物生産作業
下位語, 概念 : 繁殖制御作業 栄養成長制御作業 生殖成長制御作業



作物生産作業 (さくもつせいさんさぎょう) 階層 1/7

作物生産を目的として行う農作業

上位語,概念 : 農作業
下位語, 概念 : 作物生育作業 環境制御作業 農業生産物調製作業 作物生産管理作業

作物生産管理作業 (さくもつせいさんしえんさぎょう) 階層 2/7

作物生産支援を目的として行う作物生産作業

上位語,概念 : 作物生産作業
下位語, 概念 : 機資材管理作業 有用生物飼育 清掃 運搬 収納作業 モニタリング 施設管理作業

サンプリングによるモニタリング (さんぷりんぐによるもにたりんぐ) 階層 4/7

モニタリングを目的としてサンプリングを用いて行うモニタリング作業

上位語,概念 : モニタリング

湿度制御作業 (しつどせいぎょさぎょう) 階層 4/7

湿度制御を目的として行う気候制御作業

上位語,概念 : 気候制御作業
下位語, 概念 : 換気

収穫物集約 (しゅうかくぶつしゅうやく) 階層 3/7

作物生産を目的として収穫物を対象として行う農業生産物調製作業

上位語,概念 : 農業生産物調製作業
下位語, 概念 : 結束 ベーラー作業

種子繁殖作業 (しゅしはんしょくさぎょう) 階層 4/7

種子繁殖を目的として行う繁殖制御作業

上位語,概念 : 繁殖制御作業
下位語, 概念 : は種 覆土

種苗選別 (しゅびょうせんべつ) 階層 5/7

発芽促進を目的として種苗を行う発芽促進作業

上位語,概念 : 発芽促進作業
下位語, 概念 : 選種 種芋選別

水路管理作業 (すいろかんりさぎょう) 階層 5/7

施設管理を目的として水路を対象として行う農村管理作業

上位語,概念 : 農村管理作業
下位語, 概念 : 水利賦役

斉一化作業 (せいいつかさぎょう) 階層 4/7

斉一化を目的として行う栄養成長制御作業

上位語,概念 : 栄養成長制御作業
下位語, 概念 : 間引き 根切り

生殖成長制御作業 (せいしょくせいちょうせいぎょさぎょう) 階層 3/7

生殖成長制御を目的として行う作物生育作業

上位語,概念 : 作物生育作業
下位語, 概念 : 外観制御作業 結実制御作業

生物的害虫抑制作業 (せいぶつてきがいちゅうよくせいさぎょう) 階層 6/7

害虫抑制を目的として生物的手段を用いて行う害虫抑制作業



上位語,概念 : 害虫抑制作業
下位語, 概念 : 天敵昆虫飼育

生物的雑草抑制作業 (せいぶつてきざっそうよくせいさぎょう) 階層 6/7

雑草制御を目的として生物的手段を用いて行う雑草抑制作業

上位語,概念 : 雑草抑制作業
下位語, 概念 : アイガモ管理

生物的手段による受粉 (せいぶつてきしゅだんによるじゅふん) 階層 6/7

結実制御を目的として生物的手段を用いて行う受粉作業

上位語,概念 : 受粉
下位語, 概念 : ミツバチによる受粉

生物的病原菌抑制作業 (せいぶつてきびょうげんきんよくせいさぎょう) 階層 6/7

病原菌制御を目的として生物的手段を用いて行う病原菌抑制作業

上位語,概念 : 病原菌抑制作業

生物的有害動物抑制作業 (せいぶつてきゆうがいどうぶつよくせいさぎょう) 階層 6/7

有害動物抑制を目的として生物的手段を用いて行う有害動物抑制作業

上位語,概念 : 有害動物抑制作業

生物抑制作業 (せいぶつよくせいさぎょう) 階層 4/7

生物抑制を目的として行う生物制御作業

上位語,概念 : 生物制御作業
下位語, 概念 : 病原菌抑制作業 害虫抑制作業 有害動物抑制作業 雑草抑制作業

センサーによるモニタリング (せんさーによるもにたりんぐ) 階層 4/7

モニタリングを目的としてセンサーを用いて行うモニタリング作業

上位語,概念 : モニタリング

地上構造物管理作業 (ちじょうこうぞうぶつかんりさぎょう) 階層 4/7

施設管理を目的として行う施設管理作業

上位語,概念 : 施設管理作業
下位語, 概念 : ハウス組み立て トンネル組み立て 稲架組み立て ハウス取り壊し トンネル取り壊し 稲架取壊し ハ
ウス修繕 果樹棚補修 誘蛾灯管理

土壌準備作業 (どじょうじゅんびさぎょう) 階層 4/7

土壌準備を目的として行う土壌制御作業

上位語,概念 : 土壌制御作業
下位語, 概念 : 耕起 整地 中耕 培土 圃場準備作業

土壌制御作業 (どじょうせいぎょさぎょう) 階層 3/7

土壌制御を目的として圃場で行う環境制御作業

上位語,概念 : 環境制御作業
下位語, 概念 : 土壌準備作業 土壌成分制御作業

土壌成分制御作業 (どじょうせいぶんせいぎょさぎょう) 階層 4/7

土壌成分制御を目的として行う土壌制御作業

上位語,概念 : 土壌制御作業
下位語, 概念 : 施肥 除塩 酸性土壌改良



日射量制御作業 (にっしゃりょうせいぎょさぎょう) 階層 5/7

日射量制御を目的として行う光制御作業

上位語,概念 : 光制御作業

日長制御作業 (にっちょうせいぎょさぎょう) 階層 5/7

日長制御を目的として行う光制御作業

上位語,概念 : 光制御作業
下位語, 概念 : 短日処理 長日処理

農業生産物調製作業 (のうぎょうせいさんぶつちょうせいさぎょう) 階層 2/7

作物生産を目的として行う作物生産作業

上位語,概念 : 作物生産作業
下位語, 概念 : 収穫作業 収穫物集約 規格適合化作業 追熟作業 ラップサイレージ調製 計量作業 鮮度保持作業 梱包
作業

農村管理作業 (のうそんかんりさぎょう) 階層 4/7

施設管理を目的として農村地域を行う施設管理作業

上位語,概念 : 施設管理作業
下位語, 概念 : 農道管理作業 水路管理作業 防風林枝払い

発芽促進作業 (はつがそくしんさぎょう) 階層 4/7

発芽促進を目的として行う繁殖制御作業

上位語,概念 : 繁殖制御作業
下位語, 概念 : 種苗選別 催芽 芒取り 種子コーティング

繁殖準備作業 (はんしょくじゅんびさぎょう) 階層 4/7

繁殖準備を目的として行う繁殖制御作業

上位語,概念 : 繁殖制御作業
下位語, 概念 : 採種 苗取り

繁殖制御作業 (はんしょくせいぎょさぎょう) 階層 3/7

繁殖制御を目的として行う作物生育作業

上位語,概念 : 作物生育作業
下位語, 概念 : 繁殖準備作業 種子繁殖作業 栄養繁殖作業 発芽促進作業

光制御作業 (ひかりせいぎょさぎょう) 階層 4/7

光制御を目的として行う気候制御作業

上位語,概念 : 気候制御作業
下位語, 概念 : 日長制御作業 日射量制御作業 光質制御作業

評価作業 (ひょうかさぎょう) 階層 3/7

評価を目的として行う経営管理作業

上位語,概念 : 経営管理作業

肥料生産 (ひりょうせいさん) 階層 4/7

肥料生産 を目的として肥料を行う機資材管理作業

上位語,概念 : 機資材管理作業
下位語, 概念 : 自給肥料生産 緑肥生産

物理的害虫抑制作業 (ぶつりてきがいちゅうよくせいさぎょう) 階層 6/7

害虫抑制を目的として物理的手段を用いて行う害虫抑制作業



上位語,概念 : 害虫抑制作業
下位語, 概念 : 粗皮はぎ 誘殺バンド取り付け 袋掛け 被害個体抜取り 誘蛾灯管理 傘かけ

物理的手段による受粉 (ぶつりてきしゅだんによるじゅふん) 階層 6/7

結実制御を目的として物理的手段を用いて行う受粉作業

上位語,概念 : 受粉

物理的病原菌抑制作業 (ぶつりてきびょうげんきんよくせいさぎょう) 階層 6/7

病原菌制御を目的として物理的手段を用いて行う病原菌抑制作業

上位語,概念 : 病原菌抑制作業
下位語, 概念 : 熱水消毒 蒸気消毒 太陽熱消毒 被害個体抜取り 粗皮はぎ

物理的有害動物抑制作業 (ぶつりてきゆうがいどうぶつよくせいさぎょう) 階層 6/7

有害動物抑制を目的として物理的手段を用いて行う有害動物抑制作業

上位語,概念 : 有害動物抑制作業
下位語, 概念 : かかし作り すずめ追い

圃場管理作業 (ほじょうかんりさぎょう) 階層 4/7

圃場管理を目的として行う施設管理作業

上位語,概念 : 施設管理作業
下位語, 概念 : 暗渠施工 明渠施工 畦畔修繕

圃場準備作業 (ほじょうじゅんびさぎょう) 階層 5/7

圃場準備を目的として圃場で行う土壌準備作業

上位語,概念 : 土壌準備作業
下位語, 概念 : 畔塗り 溝掘り 客土 畝立て 床土作り 植穴作り 苗代作り 鉢土詰め

有機肥料施用 (ゆうきひりょうせよう) 階層 6/7

土壌成分制御を目的として有機肥料を対象として行う施肥作業

上位語,概念 : 施肥
下位語, 概念 : 堆肥散布 緑肥鋤込み 稲わら鋤込み もみ殻鋤込み

有用生物飼育 (ゆうようせいぶつしいく) 階層 3/7

有用生物飼育を目的として有用生物を行う作物生産管理作業

上位語,概念 : 作物生産管理作業
下位語, 概念 : 天敵昆虫飼育 受粉昆虫飼育 アイガモ管理
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