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Location of Sudan
スーダンの位置
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Country Background
スーダンの基礎情報

 Location: Sudan is bordered 
with seven countries:
Ethiopia, Eritrea, Egypt, Libya, 
Chad, the Central African 
Republic and South  Sudan .
位置: エチオピア、エリトリア、
エジプト、リビア、チャド、中央
アフリカ共和国、南スーダンの
7か国と国境を接している。

 Capital: Khartoum.
首都: ハルツーム
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Northern State
北部州

Northern Kurdofan State
北コルドファン州

Eltaka Mountains 
- Kassala State

Eltaka山地（カッサラ州）

Corinthia Hotel – Khartoum State
コリンシアホテル（ハルツーム州）



Climate
気候

The country is generally divided into four ecological zones:
スーダンは一般に4つの生態学的地域に区分される。

1. Hot desert in the North of Sudan .
スーダン北部の高温砂漠地帯

2. Semi-desert in the North central Sudan .
スーダン中北部の半砂漠地帯

3. Poor Savannah in the South central and western Sudan .
スーダン中南部とスーダン西部の寡雨サバンナ地帯

4. Rich Savannah in the Southern borders of Sudan . 
スーダンの南部国境付近の多雨サバンナ地帯



Nile
ナイル川

Running from South to North is the main geographical feature in the country 
estimated at 6650kms cover 11 countries.
スーダン南部から北部へと流れるナイル川は、スーダンの主な地形的特徴と
なっている。長さは推定で6,650ｋｍ、流域国は11か国に及ぶ。

Desert
砂漠

About 30% of Sudan total area is desert.
スーダン全域の約30％が砂漠。

Mountains
山地

Jubal Marra  in West of Sudan it has fresh spring ,water falls and mountains, 
スーダン西部のジェベルマラは、きれいな湧水、滝、山地に恵まれている。
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Geography
地形



The Nile River
ナイル川

A major river in Africa. It is 
generally regarded as the 
longest river in the world 
The Blue and White Nile 
rivers meet in Khartoum to 
form the River Nile
アフリカの主要河川。一般に世
界最長の川と見なされている。

青ナイル川と白ナイル川がハ
ルツームで合流し、ナイル川と
なる。



Jebel Marra is situated in 
the west of Sudan its 
scenery and waterfall and 
natural flowers and fruit
スーダン西部に位置する
ジェベルマラ山地は、美
しい景観や滝、天然の花
や果物に恵まれている。
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Tourism
観光

Sudan is regarded as one of the richest African countries in wildlife, birds and Nile natural
scenery which encourages tourism investment.
スーダンの野生生物や鳥などの生物資源の豊富さと、ナイル川流域の素晴らしい自然景観は
アフリカ諸国随一だと言われ、観光投資を牽引する要因となっている。
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Located south eastern 
Sudan and one of the largest 
reserves in Africa with 
different types of animals
スーダン南東部に位置し、
様々な種類の動物が生息
するアフリカ最大の保護区
の1つである。
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Sudan Resources :
スーダンの資源

• Animal resources: (sheep – camels – goats – Fish).
動物資源（羊、ラクダ、山羊、魚）

• Agriculture: 140 million hectors (only 20% is cultivated).
農業：1億４千万ヘクタール（そのうち耕地は20％のみ）

• Minerals: numerous minerals – including petroleum  gold  and 
gas.
鉱物：石油、金、ガスなど多数

• Attractive tourism sites in different part of the country.
国内各地にある魅力的な観光地

• Modern technology in telecommunication.
通信分野における現代テクノロジー

• Electricity generation with potentiality of sun and wind energy.
可能性を秘めた太陽光や風力エネルギーによる発電



Livestock
家畜
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Cattle
畜牛

Sheep
羊

Goat
山羊

Camel
ラクダ

Fish
魚

Poultry
家禽

Horse
馬
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Sugar cane

Ground nut 
落花生

Sesame
ゴマCotton

綿花

Millet
ミレット

Sun flower
ひまわり

Wheat
Main Food 

Security Crop
小麦

食料安全保障を
担う主要な作物

sugar cane
サトウキビ
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Over 95 percent of the major fishing locations 
are the Nile (Blue and White), the Jabel Awlia 
Reservoir, the Roseires Reservoir, the Sennar 
Reservoir, the Khashm El Girba Reservoir, 
Lake Nubia, and the Red Sea.
主な漁業地の95パーセント以上がナイル川（青ナ

イル川・白ナイル川）、ジャベル・アウリアダム、ロ
セイレスダム、センナールダム、カシム・エル・ジル
バダム、ヌビア湖、紅海である。

Fisheries:
漁業







Importance of Agriculture in Sudan
スーダンにおける農業の重要性

• Agriculture plays an important role in Sudan economy. It 
supplies food  for the people by increasing food production, 
employment opportunities in the rural areas and provides the 
industrial sector with raw materials. 
農業はスーダン経済において重要な役割を担っている。食
料生産の増加により人々に食料を供給し、農村地域の雇用
機会を創出し、産業セクターに原材料を提供する。

• Sudan is considered as one of the three countries in the world 
that can contribute in international food security.
スーダンは世界の食料安全保障に貢献できる世界3大国の
１つと考えられている。



Farmers in Nubba Mountain
ヌバ山地の農業者

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Nuba_farming_2.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Nuba_farming_2.jpg


• Agriculture has three major farming sub sectors: The irrigated, the semi 
mechanized rain-fed and the agro pastoral traditional rain-fed .
農業は大まかに3つのサブセクターに分類される。灌漑農業、半機械化
天水農業、農業と牧畜業を組み合わせた伝統的天水農業である。

• Livestock production that is the largest single sector within traditional 
rain-fed areas
家畜の生産は、伝統的天水農業地域で最大の単一セクターである。

• Animal resources are estimated at 141 million heads including cattle, 
sheep, goats and camels. Livestock  accounts for 17% of Sudan’s GDP and 
47% of the agricultural production as the profession and mainstay of more 
than 15% of the country‘s population.
動物資源は畜牛、羊、山羊、ラクダなど1億4100万頭に上ると推定される。
畜産はスーダンのGDPの17％、農業生産の47％を占め、畜産を職業又
は主な収入源とする人の割合は国の人口の15％以上である。



Agricultural Sector
農業セクター

• Mechanized Rain – fed Agriculture:
機械化天水農業

• Mechanized cropping started in the mid 1940s in small 
areas in Gadrief area then extend to encompass in five 
areas ; Gadrief, Ed Damzine, Dali & Mazmoum, Kosti and 
Dilling.
機械を使った作付けはガダーレフの小さな地域で１９４０
年代半ばに始まり、ガダーレフ、Ed Damzine、Dali & 
Mazmoum、コスティ、ディリンの5つの地域で取り囲むよう
に広がった。



• Food security in Sudan is mainly determined by rainfall, 
particularly in rural areas, where 70% of the total population 
live.
スーダンの食料安全保障は、主に降雨に左右される。特に
農村地域においてその傾向が強いが、全人口の70％が農
村地域に居住している。

• Changes in temperature and precipitation could cause shifts in 
the distribution of these ecological zones, in the productive 
capacity of rain fed agriculture, and hence in the security of 
the Sudan’s food supply.
気温や降雨量の変動は、これらの生態地域の分布や天水農
業の生産能力の変化を招き、その結果スーダンの食料供給
の安全保障にまで影響し得る。



Impacts of climate change
気候変動の影響

• Sudan is impacted by climate change due to the low social and economic 
development and low adaptive capacity constraints.
スーダンは社会成長、経済成長及び適応能力が低いという制約がある
ため、気候変動による影響をもろに受ける。

• Overexploitation of natural resources – more and more households, 
communities and government  are less able to absorb, recover .
天然資源の乱開発：家庭、コミュニティ、政府による乱開発が進めば進む
ほど、天然資源の吸収能力や再生能力は失われる。

• Important to address impacts of climate change and protect present and 
future generations  in Sudan.
スーダンにおいて気候変動の影響に対処し、現代及び将来の世代を保
護することが重要。



• Sudan’s ecological zones indicates that the majority of its land 
is quite vulnerable to changes in temperature and 
precipitation.
スーダンの生態学的地域から、その国土の大部分が気温と
降雨量の変動にかなり弱いということがわかる。

• Changes in temperature and rainfall patterns also represent a 
high risk to food security in Sudan’s agro-pastoral-based 
economy.
農牧を基盤とするスーダンの経済においては、気温と降雨パ
ターンの変化が食料安全保障にとって大きなリスクにもなる。

• Changes in temperature and  rainfall are likely to lead to 
desertification in some regions . 
地域によっては、気温と降雨パターンの変化が砂漠化につ
ながる恐れもある。



Baja grazing land  field survey 2015
2015年Baja放牧地現地調査

• Clearance and ridging.
開墾と培土

• Crops failure.
作物の不作

• Sand movement and Wind Erosion in North east Sudan Atbara River 
Locality .
スーダン北東部アトバラ川地域の砂移動と風食

• Seasonal Fires in Baja  west of Sudan 1072459.7 Hectares.
1072459.7ヘクタールを焼失したスーダン西部Bajaの季節的火災

• Gally Erosion Low rain Fall Savannah Ecological Zone.
降雨量の少ないサバンナ生態地域におけるガリー侵食



Baja grazing land
Baja放牧地

clearance and ridging
開墾と培土

Crops failure
作物の不作

Source: RPGD, field survey 2015 
出所：2015年現地調査、RPGD











Desertification in northern Darfur has increasingly 
encroached further south, leading to more food 
shortages and crippling Poverty, which  in turn 
leads to more dependence on firewood as fuel. 
ダルフール北部の砂漠化前線が徐々に南下。その結果、
さらなる食料不足と深刻な貧困が発生し さらには燃料と



Summary of Cereals  Crops North Darfur State Planted,Havested Area and 
Yield compared to percent of Planted to Harvested area

穀物の概要 北ダルフール州の作付面積・収穫面積及び、収穫面積に対す
る作付面積の割合と収穫高の比較

• Table (1) Cereals crops from 1994/1995 to  2003/2004
表（1） 1994/1995年から2003/2004年までの穀物

• Area (1000) Feddans , Yield KG/Feddans
面積（1000）フェダン、収穫高 kg/フェダン （１フェダン＝0.42ヘクタール）

Years
年

Planted
作付面積

Havested
収穫面積

%H/P
%収穫面積/作付面積

Yield
収穫高

1994/1995 2482 1870 75.34104

1995/1996 2084 1063 51.0115

1996/1997 1787 551 30.8345

1997/1998 2107 1089 51.6874

1998/1999 2276 1922 84.45138

1999/2000 1546 1020 65.9882

2000/2001 2277 1003 44.0570

2001/2002 2272 1850 81.4340

2002/2003 2485 1376 55.3763

2003/2004 2319 1100 47.4381



Adaptation
適応

Review periodically funding needs for adaptation, based on an assessment of 
adaptation needs and taking into account the needs of vulnerable groups, using 

methods and methodologies for assessing the adequacy of support to developing 
countries, in particular Least Developed Countries

適応に対する資金提供の必要性については、適応ニーズの評価に基づき、また社会
的弱者のニーズを考慮して、定期的に検討される。その際、発展途上国、特に後発発

展途上国への支援の妥当性を評価するための手法・方法論が用いられる。

Developed countries should be urged to provide full support and funding before 2020 to 
update and implement adaptation projects and programs, taking into account 

immediate and adequate support for the implementation of adaptation action plans 
through the provision of public grant-based resources. 

先進諸国は、公的助成に基づく資源の提供により、適応アクションプランの実施に対し
緊急かつ適正に支援を行なうことを考慮して、適応プロジェクトや適応プログラムの更
新・実施のために2020年までに全面的な支援と資金提供を行なうよう要請されるべき

である。

Adaptation is a key and essential priority 
for Sudan. 

適応はスーダンにとって主要かつ不可欠
な優先事項



• Government with the contribution  of the local communities  
digging big heifers to store drinking water for farmers and 
their herds in the rainy season to help them to settle in the 
summer season.
政府は地域コミュニティの協力を得て、ハフィールと呼ばれる
大きな雨水貯水用池を建設している。雨季に農業者やその
家畜用の飲用水を貯水することで、夏季も定住することがで
きる。

• Awareness between  students by growing trees in their 
schools and communities   awareness  to grow trees .
学校やコミュニティで木を育てることにより、子供たちに植林
を啓蒙する。



• research, development and deployment of technologies to 
boost GHG-efficiency and reduce the emission intensity of 
agriculture while improving yields to meet rising food demands.
高まる食料需要に応えるために収穫高向上を図りつつ、農業
の温室効果ガス効率を高め、排出原単位を低下させることを
目的としたテクノロジーの研究、開発、実装

• Effectively integrating agriculture into adaptation plans will 
require continued international support, capacity building, 
improved evidence-based decision making, and partnerships 
across a variety of related sectors. 
農業を効果的に適応プランに組み入れるためには、継続した
国際的な支援、能力構築、根拠に基づく意思決定の改善、様
々な関連セクターにわたる連携が必要である。
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