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ギニア：2021 年 9月の軍事クーデターの状況に関する情報 

 

ギニアの「2021 年 9 月の軍事クーデターの状況と勢力について（特にプール族に対す

る迫害状況について）」に関する調査依頼に対し、難民研究フォーラムが規定の時間的

制約の中で調査したところ、関連しうる情報として以下の情報が見つかりました。 
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1. 2021年 9月の軍事クーデターの状況について 

(1) 軍事クーデターとその後の治安状況 

ア JETRO ビジネス短信「ギニアで国軍によるクーデター発生」（2021 年 9 月 7

日） 

ギニアの首都コナクリで 9 月 5 日早朝、ママディ・ドゥンボウヤ大佐が率いる

国軍の特殊部隊がアルファ・コンデ大統領を自宅で拘束し、大統領解任と政府の解

散、憲法の停止を宣言した。翌 6 日早朝には軍はフォファナ首相をはじめとする

主要閣僚や国会、司法の長らを招集して緊急会議を開催し、新政府の樹立に向けた

協議を行うとともに、コンデ政権によって拘禁された政治犯を解放し、国民の融和

を呼びかけた。クーデター直後に一時封鎖した国境も、経済への影響を避けるた

め、現在は陸空とも再開している。 

 

イ 在ギニア日本国大使館「ギニアにおける夜間外出禁止令の時間変更及び現在の

ギニアの状況について（注意喚起）」（2021年 9月 7日） 

１ ギニア国軍広報は、夜間外出禁止令について、保健当局が発表した健康対策を

遵守するため、２２時から翌５時まで外出禁止とする旨発表しました。（前回は

２０時から翌４時まで外出禁止）。  

２ 現在、空港、マーケット、ガソリンスタンド、銀行等施設は、通常通り営業し

ていますが、状況により休業する場合もありますので、ギニアの施設、お店をご

利用になられる際は事前に利用可能かご確認をお願いいたします。 

 

ウ クーデター外務省海外安全ホームページ「ギニアの危険情報【一部地域の危険

レベル引き上げ】」（2021 年 9月 21日） 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/09/ed28b3a647555649.html
https://www.gn.emb-japan.go.jp/files/100231291.pdf
https://www.gn.emb-japan.go.jp/files/100231291.pdf
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2021T089.html#ad-image-0
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2021T089.html#ad-image-0
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（3）首都コナクリ市を含むその他地域 

 レベル 2：不要不急の渡航は止めてください。（引き上げ） 

 

 2021年 9月 5日、コナクリ市カルム地区において、激しい銃撃が発生しました。

ギニア国軍の一部兵士は、コンデ大統領を拘束し、同国憲法を停止し、国家機関・

政府の解体を宣言しました。また、各県知事を更迭し、国軍が各県をコントロール

しようとしています。現時点では、同国の政情の見通しは不透明であり、ギニア全

土で混乱が続く可能性が排除できません。 

 

(2) 軍事クーデター勢力および暫定政府 

ア 記事 「ギニア・クーデター：ママディ・ドゥンボウヤ大佐とは何者か？」BBC

（2021年 10月 1日） 

若きカリスマ軍人、ママディ・ドゥンボウヤ大佐は、アルファ・コンデ大統領に

対するクーデターを起こしてからわずか 1ヶ月でギニアの暫定大統領に就任した。 

… 

軍政は、国を民政に移行させる計画を発表したが、移行期間については明らかに

していない。 

ドゥンボウヤ大佐を含み、暫定政府に参加した者は、次の選挙への立候補を禁じ

られる。 

… 

フランス人と結婚したドゥンボウヤ大佐は、退陣させられた大統領と同じマリ

ンケ族の出身であり、ギニアの東部カンカン州の出身である。 

今回のクーデターまで、彼は目立たないようにしていた。BBC ギニア担当記者

のアルハッサン・シラ〔Alhassan Sillah〕は、3年前に旧フランス植民地が独立 60

周年を迎えたときのイベントで彼を見たことがあると語っている。 

… 

ドゥンボウヤ大佐は、15年の軍歴の中で、アフガニスタン、コートジボワール、

ジブチ、中央アフリカ共和国での任務や、イスラエル、キプロス、英国、ギニアで

の身辺警護に従事した。 

イスラエルの国際安全保障アカデミーの警護作戦スペシャリスト訓練や、セネ

ガル、ガボン、フランスでのエリート軍事訓練を「優秀な成績で修了した」と言わ

れている。 

フランス外人部隊で数年間勤務した後、ドゥンボウヤ大佐はコンデ氏からギニ

アに戻り、2018 年に新設されたエリート特殊部隊群（GFS）を率いるよう要請さ

れた。 

その後、ギニア西部のフォレカリアに拠点を置き、国土監視局（DST）と総合情

報局の下で勤務していた。 

https://www.bbc.com/news/world-africa-58461971


難民研究フォーラム COI クエリーサービス https://refugeestudies.jp 

回答:ギニア 2021 年 10月 15日 

3 

… 

 

イ 記事「ギニア：モハンマド・ベアボギが首相に就任」TV5Monde Info（2021年

10月 7日） 

ギニアの新暫定大統領ママディ・ドゥンボウヤ大佐は、10月 6 日（水）、開発畑

を歩んできたモハメド・ベアボギ氏を暫定首相に任命した。同氏は、大佐に閣僚を

提案し、承認または解任する責任を有する。 

10 月 6日（水）夜、公共テレビで読み上げられた政令によると、「元国連事務次

長のベアボギ氏（68歳）は、暫定政府の首相、政府トップに任命される」。 

… 

 

(3) ギニア民主勢力連合（UFDG）を含む前政権反対派の状況 

ア 記事「ギニアのクーデター勢力が「政治囚」第一弾を釈放」AFP / The Japan 

Times（2021年 9月 8日） 

火曜日午後、首都コナクリで著名な反体制活動家らを含む 20名の囚人が刑務所

から釈放されたのを AFPのジャーナリストが目撃した。 

被抑留者らの代理人弁護士は、79人が軍との協議で釈放するに至ったと述べた。 

… 

軍は、月曜、「政治囚」の釈放を促進しろと司法省に要請したとの声明を発表し

た。 

… 

 

イ 記事「クーデター後のギニアで反対派が解放される」DW（2021 年 9 月 8 日） 

これらの政治犯は、軍部のクーデターによって釈放された。彼らは、アルファ・

コンデの 3期目の大統領就任に反対して逮捕されていた。 

… 

自由を取り戻した人々の中には、セルー・ダレイン・ディアロ〔Cellou Dalein 

Diallo〕のギニア民主勢力連合（UFDG）の政治局員であるキンディアの特別代

表団元団長も含まれている。 

 

ウ 記事「クーデター後の移行プロセスに参加する用意があるとギニア野党リーダ

ーが述べる」Reuters / U.S. News（2021年 9月 7日） 

ギニアの主要野党指導者であるセルー・デライン・ディアロ氏は、退陣させられ

たアルファ・コンデ大統領の長年のライバルであるが、火曜、日曜日の軍事クーデ

ター後の移行プロセスへの参加に前向きであると述べた。 

https://information.tv5monde.com/afrique/guinee-mohamed-beavogui-nomme-premier-ministre-427502
https://www.japantimes.co.jp/news/2021/09/08/world/guinea-coup-detainees/
https://www.dw.com/fr/coup-d-etat-guinee-militaires-doumbouya-mamady-alpha-conde/a-59120196
https://www.usnews.com/news/world/articles/2021-09-07/guinea-opposition-leader-says-hes-open-to-participate-in-transition-following-coup
https://www.usnews.com/news/world/articles/2021-09-07/guinea-opposition-leader-says-hes-open-to-participate-in-transition-following-coup
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… 

 

エ 記事「軍政が、ギニアの将来に関する対話を開始、過去の「過ち」を繰り返さ

ないと誓う」AFP / France 24（2021年 9月 15日） 

ギニアで最も著名な反対派の人物であるセルー・ダレイン・ディアロ氏は、すで

にコンデを「自らを破滅に導いた独裁者」と非難している。過去 3 回の大統領選

挙でコンデに敗れたディアロは、次に大統領選が行われれば出馬する意向がある

ことを示している。 

 

オ 記事「ギニア：ECOWAS決議に対して抗議デモ」AFP / africanews（2021 年 9

月 18日） 

同ブロックは、ギニアのクーデター指導者に制裁を加え、民政への早期復帰を求

めて半年後の選挙を要求していたが、一部の活動家からは不適切な要求とされて

い 

… 

 

カ 記事「追放されたギニア大統領の反対派 4 人が英雄的帰還」AFP / africanews

（2021年 9月 19日） 

土曜日、アルファ・コンデ前大統領の 3期目に反対する動員に関連する 4人が、

コナクリの街中で勝利の歓迎を受けた。 

9 月 18日（土）、この 4人のギニア凱旋が数千人のデモとなり、コナクリで大規

模な交通状態が発生した。 

ギニア軍政は、土曜日、拘束されているアルファ・コンデ前大統領の亡命を否定

し、民政移管は「国民の意思」に基づいて行われると述べた。 

… 

 

2. クーデター後のプール族に対する迫害状況 

本調査回答に係る時間的制約の中では、2021 年 9月のクーデター後のプール族に対

する迫害の情報は見つけられませんでした。 

 

ア 欧州難民支援局（EASO）「クエリー回答：コナクリにおけるマリンケ族とプル

族の対立」（2018年 9月 27日） 

プール族（またはプエル族）は、フルベ族（英語）、フラ族（ポルトガル語）、フ

ラニ族（ハウサ語）としても知られ、ギニアで最大（33.9％）の民族集団である。

… 

https://www.france24.com/en/africa/20210915-military-junta-opens-talks-on-guinea-s-future-vows-to-avoid-past-mistakes
https://www.france24.com/en/africa/20210915-military-junta-opens-talks-on-guinea-s-future-vows-to-avoid-past-mistakes
https://www.africanews.com/2021/09/18/guinea-protest-against-ecowas-resolutions/
https://www.africanews.com/2021/09/19/heroic-return-for-four-opponents-of-ousted-guinean-president/
https://www.ecoi.net/en/file/local/1452162/1830_1542969880_gin-q116.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1452162/1830_1542969880_gin-q116.pdf
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プル族は最大の民族グループであり、「主な知的、経済的、宗教的力を持ってい

る」が、「他の民族からは脅威として見られている」。独立以来、大統領は必ずマリ

ンカ族あるいはスースー族から輩出されており、プル族からは一人もいない。 

※ 難民研究フォーラムの出身国情報：ギニアから抜粋 
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