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Background>UGANDA
基礎情報>ウガンダ

• Geographical location: East Africa, astride the Equator, land locked.
地理的位置：東アフリカの赤道直下に位置する内陸国

• Geographical neighbors: Kenya, Tanzania, S. Sudan, DR Congo, Rwanda
近隣諸国：ケニア、タンザニア、南スーダン、コンゴ民主共和国、ルワンダ

• Administrative system: Decentralized with central government retaining 
role of policy making, supervision and admin. Units - 121 districts
行政体系：中央政府が政策立案、監督、統治の役割を担う地方分権制。
行政単位は121地区。

• Area: 241.038 km2 (93.072 sq miles)
面積：241.038 km2 (93.072平方マイル)

• Life expectancy: 62 years – UN; Population: 43,777,469, 222 P/Km². Annual 
Popn. Growth is 2.88. 
平均寿命：62歳（国連統計）– 人口：43,777,469人。人口密度：222人/Km²。
年間人口増加率：2.88％。



Background>Genesis of Uganda’s agriculture
基礎情報>ウガンダの農業の起源

Conventional farming                            Conservational farming
従来型農法 保全型農法

Crop residues
作物残渣

Biochar application
バイオ炭施用



Background>Biochar  Technology in Uganda
基礎情報>ウガンダのバイオ炭技術

• What is Biochar?
バイオ炭とは

-carbonaceous solid material
produced when biomass is heated in
a zero or low-oxygen environment
無酸素環境または低酸素環境下でバイ
オマスを加熱することで製造される、炭
素を豊富に含む固形物のこと

• Biochar widely recognized as an
efficient material for carbon
sequestration and soil fertility
バイオ炭は炭素隔離や土壌肥沃度
の向上に有効な物質だと広く認識さ
れている



Biochar  Technology in Uganda…
ウガンダのバイオ炭技術

• In Uganda Biochar was initially used for making smoke less briquettes  
for charcoal stoves.
ウガンダでは、バイオ炭は当初、煙の出ない木炭ストーブ用の固形燃料を
作るために使用された。

• Biochar was produced mostly from crop residues especially maize 
and rice straw.
バイオ炭は大抵は、トウモロコシや稲わらを代表とする作物残渣から製造
された。

• Crop residues (CR) should be retained in the soil to increase organic 
matter and soil nutrients. 
作物残渣（CR）は有機物や土壌養分を増やすために土壌中に留めておく
べきである。

• In Uganda CR have been discouraged for biochar production; 
ウガンダではCRをバイオ炭製造に使用することは推奨されてこなかった。



Biochar  Technology in Uganda…
ウガンダのバイオ炭技術

• The use of Invasive weeds especially  Lantana camara and Tithonia
affecting many farmlands and wood byproducts e.g wood shavings 
have been encouraged and are  now major source  materials for 
biochar production. 
多くの農地に影響を及ぼすランタナやチトニアを代表とする外来雑草や、お
がくずなどの木材の副産物の使用が推奨され、今ではバイオ炭製造の主要
な原材料となっている。

• In Uganda and many countries across the world, farmers have 
successfully  used biochar as a soil amendment material to increase 
crop resilience.
ウガンダや世界中の多くの国々では、農業者がバイオ炭を土壌改良材とし
てうまく利用したことで、作物残渣の増加につながった。

• The interest in the application of biochar as a method for mitigating the 
global worming effects is steadily increasing (Jindo et al, 2014). 
地球温暖化効果を緩和するための手段としてバイオ炭を応用することへの
関心が着実に高まっている。（ Jindoら、2014）



Biochar production process
バイオ炭の製造プロセス

Prolysis-Biochar Kiln
熱分解-バイオ炭窯 Gasification –Biochar stoves

ガス化–バイオ炭ストーブ



Biochar Source  and product
バイオ炭の原材料と製品

Maize Stover
トウモロコシ茎葉

Maize Biochar         –Although discouraged
トウモロコシ炭（推奨されてはいない）



Biochar Source  and product…
バイオ炭の原材料と製品

Rice husks
もみ殻

Rice Biochar
もみ殻炭



Biochar Source  and product…
バイオ炭の原材料と製品

Wood shavings
おがくず

wood shavings biochar
おがくず炭



Invasive weeds for Biochar production
バイオ炭製造に使用される外来雑草

Lantana camara
ランタナ

Tithonia
チトニア



Biochar field application tips
バイオ炭の農地施用のヒント

• Biochar can be made from different  sources (municipal waste, 
crop residues , forest litter among others)
様々なものがバイオ炭の原材料となりうる（中でも、都市廃棄物、
作物残渣、森林のリター層など）

• A 50kg bag costs about $ 15
1袋50キロあたりのコストは約15ドル

• A farmer may apply once in three seasons
バイオ炭の施用は3シーズンに1回でいい

• Method of application depends on the crop (Direct/Spot 
application or broad casting
施用の方法は作物によって異なる（ダイレクト/スポット施用または
広範囲の施用）



Biochar field application tips…
バイオ炭の農地施用のヒント

• Basically, 4 bags used for 1 
acre of land
基本的に1エーカーの土地に対
し4袋使用

• Quantity per plant depends 
on  the type of crop
苗木あたりの量は作物の種類
によって異なる

• Can be applied in almost all 
range of soil types  but more 
beneficial for high acidity 
soils
ほとんどすべてのタイプの土壌
で施用できるが、酸性度の高い
土壌だとより効果的



Biochar benefits
バイオ炭のメリット

• Reduction of climate 
change effects
気候変動の影響を低減

- Holds 50% of biomass’s carbon & 
when applied to soil, sequesters 
that carbon for centuries
バイオマス含有炭素の50％を有し、

土壌施用されるとバイオ炭中の炭素
を何世紀にもわたって隔離

- Biochar also enhances plant 
growth which absorbs more CO2 
from the atmosphere. 
さらにバイオ炭が植物の成長を促し、
その結果成長した植物が大気中か
らより多くのCO2を吸収

• Power generation during 
pyrolysis
熱分解時に発生したガスによる
発電

• Biofuels- for energy 
production
エネルギー生産用のバイオ燃料

• Solid Waste Conversion
固形廃棄物の転換

• From Waste to Value
廃棄物から価値あるものへ



Biochar benefits…
バイオ炭のメリット

•Biochar Enhances Soil, crop & Water Quality
•バイオ炭は土壌、作物、水の質を向上させる

 increased Nutrient and Water Retention 
土壌の栄養分及び水保持能力を向上

 Less Fertilizer Needed 
肥料の必要性が低下

 Improved soil properties
土質の改善

 Remediate soil with heavy metal and 
organic pollutants
重金属汚染物質や有機汚染物質によって汚染
した土壌を浄化

 Increases crop resistance to disease
作物の病気に対する抵抗力を強化

 Improves crop yield (NARO)
作物収量の増加（NARO）



Farmer success stories in Uganda
ウガンダの農業者の成功事例



success stories…
成功事例

1. Mr. Andrew Ebongo of Mbale-Vegetables
ムバレの野菜農家Andrew Ebongo氏

Before biochar application
バイオ炭施用前

• Harvest 4 leaves of 
spinatch/plant/week
1週間で収穫できるほうれん草の葉数が1
株あたり4枚

• Revenue increased  from 
$9/week/bag
1週間あたりの収益が1袋9ドル

• Irrigation from three times  a week
灌漑の頻度は週に3回以上

• No biochar as a business
事業としてのバイオ炭の利用なし

• Exposure
リスクへの暴露

After biochar application
バイオ炭施用後

• Harvest 6 leaves/plant /week.
1週間で収穫できるほうれん草の葉数が1
株あたり6枚

• $11/=/week/bag.
1週間あたりの収益1袋11ドル

• Twice a week
週に2回

• Biochar as business
事業としてのバイオ炭の利用

• Contracted  NUCAFE
NUCAFEと契約を締結



Andrew’s Observations on farm…
Andrew氏による農場の観察

Before biochar application
バイオ炭施用前

• Fewer soil organisms
土壌生物が少ない

• Less soil moisture
土壌の水分が少ない

• Hard pan
硬盤層がある

• Worm soils
土壌が温かい

• Slow germination
発芽が遅い

After biochar application
バイオ炭施用後

• More soil organisms e.g earthworms
ミミズなどの土壌生物が増えた

• More soil moisture
土壌の水分量が増加

• Reduced hard pan
硬盤層の減少

• Cooler soils
土壌が冷たくなった

• Faster germination
発芽が早くなった



Success stories…
成功事例

2. Mr. Kayigwa Moses-Maize farmer in Namutumba
ナムトゥンバ県のトウモロコシ農家Kayigwa Moses氏

Biochar application at planting
植え付けにおけるバイオ炭の施用

After biochar application
バイオ炭施用後



Success stories…
成功事例

2. Mr. Kayigwa’s benefits from Biochar
バイオ炭からKayigwa氏が得たメリット

• Increased  maize yield (from 15bags -21bags/acre)
トウモロコシの収量増加（1エーカーあたり15袋から21袋に）

• Reduced use of artificial fertilizers on his farm
人工肥料の使用減少

• Less pesticides used 
農薬の使用減少

• Increased quantity of maize Stover for mulching his banana 
plantation
バナナ農園のマルチングに使用するトウモロコシ茎葉の量が増加



Conclusion
おわりに

“Use Biochar  for resilient 

farming systems and 

climate change 

mitigation”

「営農組織のレジリエンス

（強靭性）強化と気候変動の

緩和に向けてバイオ炭を使

いましょう」



Thank you!
ありがとうございました！

For God and my Country
神と我が国のために
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