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エチオピア

Amlion Systems PLC  政府の入札案件が広く公示される仕組みがない
ため、公平な応札がなされていない点に着目。

 エチオピア初の政府入札案件をオンライン上で
公示するシステムを構築。情報を一般に公開す
ることで、公平な競争入札市場の創出に貢献。

 労務・税務管理の向上に寄与すべく、オンライ
ン人事・労務管理システムなども開発。

 POSシステムなど各種ハードウェア企
業との取引やセキュリティーやサー
バー技術に強みを持つ企業との提携
（合弁会社設立・出資等）に関心

 同時に、アフリカ進出を検討する日本
企業の現地代理店となることにも関心
を有している。

Kifiya Financial Technology PLC  各種支払いにかかる時間、手続きが煩雑である
点に着目。

 デジタル技術を活用し、公共料金の支払いから
イベントのチケット予約・支払いまでオンライ
ン上で行うことを可能とするプラットフォーム
を構築。支払いにかかる時間、手続きの短縮に
寄与。

 POS端末、NFCカード（近距離無線通
信）などの機器の取引やフィンテック
分野に強みを持つ企業との連携（大型
システム構築等）

ケニア

BitPesa  アフリカなどの新興国では、ビジネスを行う上
での送金にかかるコストは高く、時間もかかる
ことに着目。

 仮想通貨を活用した国際送金サービスを提供。
通貨換金等にかかるコストを下げ、スピードを
上げることに寄与。TransferZero（西）の買
収を通じ、欧州での事業も展開。

 アフリカ地域への展開を考えている日
本の送金企業、銀行との連携。中古車
輸出などアフリカでのビジネスを考え
ている日本企業へのサービス提供。

PULA  前払いが必要となる「不作時の保険」商品への
理解が低いため、天候被害に直面する小規模農
家が多いことに着目。

 衛星データを活用し、種苗・肥料メーカー、保
険会社と連携。保険価格が上乗せされた種苗等
を購入した農家は付された番号を入力すること
で位置が特定され、雨量の観測がはじまる。過
去の雨量データを下回る雨量で干ばつが起きた
際、無償で種苗等が提供される仕組みを構築。

 種苗、肥料、農薬を扱う農業関連企業、
保険会社との連携の他、ドローンや衛
星技術などのリモートセンシング技術
を有する日本企業との連携に関心。
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ナイジェリア

Farmcrowdy  農村部の農民のエンパワメントと農業分野への
投資を考えている人をつなぐ手段がないことに
着目。

 農家と農家を支援するスポンサーを結ぶナイ
ジェリア初のデジタルプラットフォーム企業。
クラウドファンディングで資金を集め、農業イ
ンプットを購入し農家へ配付。収穫物を販売し、
収益を農家：スポンサー：同社間で、40：
40：20で分配。

 種苗、肥料、農機メーカーとの連携。
技術、専門知識、収穫量増加に向けた
農業ソリューションへの関心の他、高
品質の種苗、肥料、高スペックの農機
にも関心。

Kobo360  国内の物流の課題に着目。

 トラック運転手をプールし、トラック輸送が必
要な企業と結びつけるオンラインプラット
フォームを構築。手頃な価格・柔軟な価格設定、
かつリアルタイム追跡が可能。ドライバーは希
望積載量に見合った積荷を選ぶことができ、即
時に支払いを受け復路も貨物を探すことが可能。

 タイヤ、トラック製造メーカー
（2019年までに12,000台を調達予定
である他、主要高速道路にトラックメ
ンテナンスセンターを設置する構想を
有し、タイヤ交換などの需要も見込ん
でいる）。物流企業とのパートナー
シップに関心。

コートジボワール

Divam Integra Services
(DIS)

 コートジボワールでITソリューションを提供で
きる企業は限定的である点に着目。

 最新のIT技術と地域の社会経済に適した解決策
の提供を目指したコンサルティングとアプリ開
発を手掛ける。直近で開発したアプリはリアル
タイムの交通情報とルートを提案するS’ra（ソ
リューション・ロード・アシスタンス）。

 ブロックチェーン、VR、AR技術の他、
低価格で地理情報に基づいた簡易な情
報を表示できる技術に関心。コートジ
ボワールにおける代理店機能を果たす
ことにも関心（現地産業の底上げのた
め、日本企業からの技術移転を目的と
した研修センターの設立などの構想も
有する）。
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南アフリカ

Click2Sure  保険業界を真新しい視点、デジタルの視点から着
目。

 従来の保険商品にかかる煩雑な申し込み、管理を
デジタル化することで簡素化。保険を提供したい
小売店等に、プラットフォーム上でカスタマイズ
した保険商品を作ることを可能とした（例：ウー
バーのドライバー向けデバイス保証保険等）。

 ICT技術、システムインテグレーション、
通信機器・ソフトウェア販売企業との連携
を通じた技術供与の他、保険業界が持つ専
門性、資金力にも関心。

Firepay  顧客の各種支払いにかかる不便さを最新の技術を
持って解決するミッションに早期に着目。

 アフリカ域内で最大級の資産力を有するスタン
ダードバンク（16年に同行がFirepayを買収。現在
筆頭株主）と連携し、2014年に携帯電話を通じて
商品・サービスの支払いを行う電子決済システム
SnapScanを開発。Firepay payment platforms
では、各種次世代型支払い方法を追求している。

 次世代モバイル/キャッシュレス支払い、
QRコードでの支払いなど、日本で行われて
いる最新の決済方法に大きな関心。フィン
テックや保険商品にも関心があり、アフリ
カで事業を展開したいと考えている日本企
業との連携に関心（技術協力、製品・サー
ビスの調達、資金調達、市場への助言等）。

エジプト

Cyber Talents
 セキュリティー対策の需要と供給のギャップに着

目。

 世界中のサイバーセキュリティー才能を有する人
材と対策を必要とする企業をオンデマンドでつな
ぐ最大級のプラットフォーム。才能は対応実績の
点数化やプラットフォーム上で開催するコンテス
ト結果で評価。

 日本でのサービス提供に関心。売上が伸び
始めたスタートアップ、特にフィンテック、
eコマース、マーケットプレイスなどでセ
キュリティー対策に関し、第三者に経済的
な価格帯で相談したいと考えている企業に
関心。また、日本国内でサイバーセキュリ
ティータレントを有する若手を発掘するコ
ンテストを開催したいと考えている企業、
大学との連携などにも関心。

Nafham  よりよい未来のためには、教育へのアクセスを容
易にすることが重要である点に着目。

 Ed-techを活用し、「フリーミアム」ビジネスモデ
ルを基本とし、クラウド上で無料で学校教育のカ
リキュラムに沿った教育サービス（アラビア語）
を提供する一方、オンライン上の個人指導やコー
チングサービスを有料で提供。

 Ed-tech企業から録音、文字の書き込み、
映像配信、決済システム関連等の技術供与
に関心。また、アラブ地域で広告を掲載し
たいと考えている企業にも関心（ウェブ・
アプリ上での広告の他、学生向けの懸賞品
の提供を通じた広告効果を狙う仕組み）。
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チュニジア

Datavora  eコマースのプラットフォーム上で得られる
ビッグデータの活用に着目。

 eコマースビジネスの売上を拡大するため、
日々オンライン上で取引される製品、ブランド、
価格帯、仕様などに関する情報を収集し、分析
するプラットフォームを構築。B2Cビジネスを
展開する企業へ市場の需要動向を提供。

 日本のeコマース関係企業へ自社の
ビッグデータ処理システムを販売する
こと、並びにAI、機械学習の分野で
の技術提携に関心。

iFarming  世界的な水不足問題に着目。特に水を多く使う
もののロスも多い農業分野に着目。

 IoT×農業を活用。「フリーミアム」ビジネス
モデルで、リアルタイムで作物の水の必要量
（成長段階や気候状況など特有の条件にも対
応）が分かるSenyaを提供する一方、有料会員
制にて灌漑予測のシュミレーション（IBM 
Watsonを活用）を行えるアプリ"Phyt'Eau"を
展開。

 センサー技術、クラウドサービス、
IoT通信技術、無人航空機・農業用ロ
ボットとの提携や、肥料、灌漑システ
ムを有する企業との連携に関心。

モロッコ

HPS 
(Hightech Payment Systems)

 IoT技術を通じた既存サービスの拡充、新規
サービスの展開に着目。

 金融機関、企業向けの電子取引に関するソフト
ウェア・技術（PowerCARD）を開発・提供。
設立当初より技術を用い、支払いにかかるバ
リューチェーンの向上を目指している。

 IoT技術（同社のサービスを拡大する
上で必要となる技術面での協力）を有
する日本企業との連携に関心。

Mobiblanc  デジタルソリューションに着目。

 携帯電話を活用したマーケティング、新製品の
発表、ターゲティングソリューションを提供。
売上の25％はAI、ビッグデータ、IoT技術に投
資しており、常にイノベーションを興すことを
目指している。

 イノベーション技術に関心。通信、金
融分野、インダストリー4.0、IoT分
野での技術協力やJV設立などに関心。
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