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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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Cattle
畜牛

Sheep
羊

Goat
山羊

Camel
ラクダ

Fish
魚
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