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 国土面積：181,035 km2 
  人口（約）：1,340万人（81%が地方に居住） 

 主要産業：農業（地方居住者の90%以上が従事） 

 GDP（人）：US$ 810 / yr 
 貧困率＊1 ：36% （うち91％が地方居住者） 
                         資料：Statistical Yearbook 2008 

 事業背景 ① 

カンボジアについて 

タイ ラオス 

★ 農村は、極度の貧困状態になり 
  法律・制度・行政・伝統は崩壊した 

1949年：フランスから独立 
1975年：プノンペン陥落（ポルポト政権） 
      →100～300万人が虐殺される 
1978年：ベトナム国境紛争 
1991年：カンボジア和平パリ会議 
1992年：国連平和維持活動開始 
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基本情報 

歴史の概要 



 事業背景 ② 

農産物加工品の可能性と課題 

 食糧自給は既に達成されている 

 加工食品の殆どを近隣諸国から輸入（加工技術の喪失） 

 農産物加工は少額投資にも関わらず農家の生計に大きく貢献     

                            （松本 2007 浜野 2009 矢倉他 2010） 

 専門性を要する加工業への支援は、NGOも着手が困難 

現地農業大学の現状と課題 

 自国農業の問題点を把握し、調査・研究・教育を通じて解決 

  を図る体制が存在しない （多くの教員は外国で学位取得） 

 農業・農村開発の主役はNGOであり、現地農業大学による 

  取り組みや貢献は稀である 



1. 高品質な米蒸留酒の高価格販売の実現と農民の所得増 

2. 酒造という伝統的な加工産業の復興 

3. 高品質・高価格（高付加価値化）のモデル構築 

4. 農業大学における、農家の実情や現場での実践に基づいた

研究・教育体制の整備・強化 

カンボジア王立農業大学と協力し、伝統的加工品（米蒸留酒）

の品質向上・技術普及・商品化を実践することで 
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 事業背景 ③ 

名古屋大学農国センターの取り組み（2008年～） 



農家・農村の現状や問題点を把握 
カンボジアに適切な技術を見いだす 

 農国センター    ＋技術者＋他大学  

日本の技術・知見 

 王立農業大学   ＋酒造農家 

カンボジアの伝統的技術 

＋ 

農家への実践的指導 
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米蒸留酒の品質向上への取り組み体制 



研究の概要 
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研究の目標 
  農村地域における伝統的技法と市場ニーズを踏まえた 
  酒造産業が復興される 
 

 

成果（具体的な目標） 
1. 伝統的技法と市場ニーズを踏まえた米蒸留酒が生産される 
2. 指導によって生産された米蒸留酒の品質が向上し、適切に管理さ

れる 
3. 指導によって生産された米蒸留酒が国内の市場で流通する 
4. 他地域への普及用マニュアルが作成される 
5. 研究を通して現地大学の人材が養成される。 
 

 



活動対象地域：タケオ州 
          高品質米焼酎の製造方法を普及 

プノンペン 

タケオ州 



チェーントン 

Popel 

Leay Bour 

プレイスレック 
Roneam 

Prambei Mum 

州の中心地 

トレアン郡 

トラムコック郡 

タケオ州全体図 

州の中心地 

  技術普及活動の対象コミューン：６コミューン                   



 伝統的な米蒸留酒の製造工程 

洗米  炊飯  冷ます 麹を混ぜる 

醗酵（3日） 蒸留 米蒸留酒 仲買人／顧客 



農家との品質向上の実践 ① 
                   ～具体的な改善点～ 

  (1) 発酵容器の洗浄と日光消毒および乾燥 

1) 発酵の改善 その１ 

 
よりよい発酵 

  (2) 重量計や温度計を使った原材料や工程の管理 

目分量 重量計の利用 

 
発酵の安定 



2) 蒸留の改善 

  (1) スチーム板の利用による、もろみの焦げ付き防止 

  (2) 薪の使用から籾殻の使用へ 

 
醪の焦げ付き 

を解消 

農家との品質向上の実践 ② 
                   ～具体的な改善点～ 

 
安易な火力 
調整と薪代 

の節約 



 
泥臭の除去 

 
白濁しない 

 
失敗頻度の 

減少 

農家との品質向上の実践 ③ 
                   ～具体的な成果～ 



市場の反応・改善点の把握 ①  
                              ～実施方法～ 
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カンボジア 「一州一品展示会」
に、試作品を出展 

通常農家の米酒と試作品を 
比較する試飲の実施 

試飲者に対して、味に関する 
アンケート調査の実施 

      回答者数：男性338人 

              女性38人 

              不明17人 

出展した試作品 

2008年12月15日～18日 プノンペンにて開催 



市場の反応・改善点の把握 ②  
                               ～調査の結果～ 

60.8%

(239人)

36.4%
(143人)

1%(4人)

1.3%(5人) 0.5%(2人)

試作品の米酒

通常農家の米酒

両方好まない

その他

無回答

Q. どちらの米酒の味が好みですか？

65.4%
(257人)

14.2%
(56人)

17.9%
(69人)

0.3%(1人)
2.54% 

(10人)

十分値する

高い可能性がある

改善が必要

不十分

無回答

Q. 試作品は商品化できるレベルですか？

Data source: Questionnaire survey in December 2008 

商品化するに値する品質であることが確認された 
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現地調査・展示会を通じた、ＲＵＡ学生への実習機会の提供 

各種活動の教育現場へのフィードバック 

初めてのアンケート調査（一州一品展示会） 
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グループ化、生産量の確保、品質管理 
 

～品質管理～ 

 ガイドラインの作成と遵守の徹底 

  (1) 原料、水、行程、色、臭い、味、濃度管理の遵守 
   (2) 違反した場合は退会 
   (3) 規格品以外は自由販売 
 

 課題：常に手を抜こうとする。付加価値が理解できない。 
      品質への信用は一度の失敗で失う怖さを知らない。 
 

  温度管理           濃度測定          色検査             味検査 
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商品化、試販売、販路の開発 
 

～商品化～ 

  (1) タケオ州農業局局長との協議による命名 
    「Sraa Takeo（武玉）」＝タケオの酒 
 

 (2) RUA学生の「ラベルコンテスト」の開催 

 1) 商品名とラベル 

2) 容器等の入手とボトリング 

 3) 商品登録手続き 

 ベトナムからボトルとキャップを購入 

 (1) 商業省への商品登録 

 (2) RUAによる登録申請 

スラ・タケオの誕生！ 



 商品化・市場流通による酒造農家の生計向上 

高品質製品の買い取り 

試飲会と試作品作り 

ボトリング/ラベリング 

マーケティング／販売 

商品化と付加価値販売 

★ 酒造農家の経営は赤字から 
  黒字へと転換しつつある！ 

・ 大手スーパー 
・ ホテル 
・ ラウンジバー 

・ レストラン 
・ 土産物店 
 

改良の 
繰り返し 

 市場ニーズにあった加工品の製造・販売→農家の生計を向上 



活動に着手してから丸3年間 

（事前調査期間を含めて5年間） 1ℓ＝45円 

付加価値の導入による価格の上昇 

1ℓ=120円 

1ℓ=1,000-１,６００円 

取り組み前 

地元消費用 

試作品（2008年度） 

商品化 
（２０１０年） 



商品の市場流通と技術普及活動の成果 

1) 商品の主な販売場所 

 2) 研修受講農家数： ６６軒 

 大手スーパー 

 ホテル 

 空港 

 ラウンジバー 

 レストラン 

 土産物屋 

 プレイスレック・コミューン：23軒              

 ロニーム・コミューン ： 18軒 

 プランバイモン・コミューン： 20軒 

 チェントン・コミューン： ５軒  

 他の２コミューンでも研修を実施予定 

技術普及の研修の様子 

レストランでの販売 
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米蒸留酒のさらなる販売の可能性 
 

～高品質米蒸留を用いた果実酒の商品開発～ 

「タマリンド酒(2種類)」を    
カンボジア一州一品展示会
に出展し、試飲会を実施 
 

試作品の評価に関する     
アンケート調査の実施 

      回答者数：男性 293人 

              女性  273人 

出展した試作品 

2010年12月15日～18日 プノンペンにて開催 
★ 米蒸留酒を飲まない現地の 
   女性から高評化を得た! 
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タマリンド・リキュールの商品化 
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ＲＵＡの学生・教員への“On the Job Training”や”Leaning by Doing” 

各種活動の教育現場へのフィードバック 
 

～具体的な実施内容～ 

試飲会でのアンケート調査に挑戦 酒造専門家による製造管理指導を学ぶ 



カンボジアに行かれる際には御愛顧下さい 
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ご清聴ありがとうございました 

タケオ州の協力農家、ＲＵＡ職員、日本人酒造専門家 
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