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ブラジル・セラード一次産品開発技術協力実施

計画調査及びブラジル農業研究協力実施調査報

告書 

国際協力事業団 1976.4 

日伯農業開発協力事業計画調査中間報告概要 国際協力事業団 1976.8 

日伯農業開発協力計画計画調査報告書 国際協力事業団 1976.9 

ガイゼル伯国大統領訪日資料 日伯農業開発協力 / 国際協力

事業団 

1976.9 

日伯農業開発協力株式会社(仮称)設立計画(案) 国際協力事業団 1977.4 

日伯農業開発協力株式会社(仮称)設立計画(案) 国際協力事業団 1977.9 

日伯農業開発協力事業開発計画調査・資料集 国際協力事業団 1979.2 

日伯農業開発協力事業開発計画調査報告書附属

資料 

国際協力事業団 1980.5 

日伯農業開発協力事業計画打合調査報告書 国際協力事業団 1981.10 

日伯農業開発協力事業評価報告の概要 国際協力事業団 / 外務省 /農

林水産省 

1982.8 

日伯農業開発協力事業評価報告書総合評価 国際協力事業団 1982.8 

日伯農業開発協力事業評価報告書 国際協力事業団 1982.8 

セラード開発プログラムと穀物及び動物蛋白の

増産 

国際協力事業団 1983.3 

日伯 農業開発協力事業(セラード農業開発)拡

大計画基礎一次調査報告書 

国際協力事業団 1983.12 

日伯 農業開発協力事業(セラード農業開発)拡

大計画試験的事業に係る基礎二次調査報告書 

国際協力事業団 1984.4 

Cerrado における主要作物病害の発生実態調査 国際協力事業団 1984.10 

日伯農業開発協力事業拡大計画資料集 国際協力事業団 1984.10 

ブラジル連邦共和国 セラード地域輪作・輪換技

術等試験事業について 調査資料 

国際協力事業団 1985.1 

セラード農業の発展を考える : 日伯農業研究

協力の成果より 

国際協力事業団 1985.9 

日伯農業開発協力事業拡大計画開発計画調査報

告書 

国際協力事業団 1985.12 



投融資審査等調査報告 : 民間協力によるブラ

ジル セラード地域輪作・輪換技術等試験事業 

国際協力事業団農業開発協力

部 

1986.1 

ブラジル 農業研究協力プロジェクト(セラード

農業研究及び野菜研究)実施協議調査団報告書 

国際協力事業団 農業開発協力

部 

1986.2 

最近のセラード事情 国際協力事業団サンパウロ事

務所農業情報室 在サンパウロ

日本国総領事館分室 

1986.12 

ブラジル 農業研究協力プロジェクト(セラード

農業研究及び野菜研究)計画打合調査団報告書 

国際協力事業団 1988.10 

日伯農業開発協力事業拡大計画試験的事業評価

報告書(要約) 

国際協力事業団 1989.8 

日伯農業開発協力事業拡大計画試験的事業評価

報告書 

国際協力事業団 1989.8 

Evaluation report on the second pilot project 

of Japan-Brazil cooperation program for the 

agricultural development of the cerrado 

region 

Japan International 

Cooperation Agency / EMBRAPA 

1989.8 

ポスト PRODECERII基礎一次調査報告書 国際協力事業団 1989.11 

ポスト PRODECERII基礎二次調査報告書 国際協力事業団 1990.7 

ブラジル農業研究計画に係るセラード地域にお

ける降雨の地域的変異に関する研究業務調査報

告書 

国際協力事業団 1991.3 

ブラジル連邦共和国 セラード農業環境保全研

究計画事前調査団報告書 

国際協力事業団 1993.8 

ブラジル連邦共和国 セラード農業環境保全研

究計画長期調査員報告書 

国際協力事業団 1994.1 

ブラジル連邦共和国 セラード農業環境保全研

究計画実施協議調査団報告書 

国際協力事業団 1994.5 

ブラジル連邦共和国 セラード農業環境保全研

究計画計画打合せ調査団報告書 

国際協力事業団 1995.6 

ブラジル連邦共和国 セラード農業環境保全研

究計画巡回指導調査団報告書 

国際協力事業団 1997.5 

ブラジル連邦共和国 セラード農業環境保全研

究計画終了時評価報告書 

国際協力事業団農業開発協力

部 

1999.5 



ブラジル連邦共和国 「セラード環境モニタリン

グ調査」現地作業監理調査報告書 

国際協力事業団 2000.6 

日伯 農業開発協力インパクト調査に係る計画

打合せ(S/W)調査団報告書 

国際協力事業団 2000.11 

日伯 セラード農業開発協力事業(PRODECER)環

境モニタリング報告書 

国際協力事業団 2000.12 

日伯 セラード農業開発協力インパクト調査(地

域開発効果等評価調査)帰国報告書 

国際協力事業団 2001.3 

日伯 セラード農業開発協力インパクト調査(地

域開発効果等評価調査)[調査]団報告書 

国際協力事業団 2001.4 

日伯 セラード農業開発協力インパクト調査(地

域開発効果等評価調査)[調査]団報告書 

国際協力事業団 2001.9 

日伯 セラード農業開発協力事業合同評価調査

総合報告書 概要版 

国際協力事業団 2002.1 

日伯 セラード農業開発協力事業合同評価調査

総合報告書 

国際協力事業団 2002.1 

Japan-Brazil agricultural development 

cooperation programs in the Cerrado region of 

Brazil : joint evaluation study general 

report : summary 

Japan International 

Cooperation Agency 

2002.1 

Japan-Brazil agricultural development 

cooperation programs in the Cerrado region of 

Brazil : joint evaluation study : general 

report 

Japan International 

Cooperation Agency 

2002.1 

ブラジル セラード生態コリドー保全計画事前

評価・実施協議調査報告書 

国際協力事業団森林・自然環境

協力部 

2003.1 

Relatorio de avaliacao final : projeto de 

conservacao de ecossistemas do cerrado : 

corredor ecologico do cerrado 

Parana-Pirineus 

JICA Brazil Office 2006.12 

Terminal evaluation report : cerrado 

ecosystem conservation project : the 

Parana-Pirineus cerrado ecological corridor 

JICA Brazil Office 2006.12 

 


