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政治  

〈内政〉 

●嵐作戦22 周年追悼集会が行なわれる 

8 月の主要ニュース 

o 政治 

 内政：嵐作戦 22周年追悼集会が行なわれる 

 外政：ブルナビッチ首相がモンテネグロを訪問 / 欧州委員会委員長「西バルカンの早  

期の EU 加盟を望まない」/ トルコ国家情報機関長官がセルビアを訪問 /欧州議

会セルビア担当特別報告者がセルビアを訪問/ ブリン国防大臣がロシアを訪問 /

ミハイロビッチ建設・運輸･インフラ大臣「セルビアはバルカンにおいて中国の

最高のパートナーである」/ トリバン環境保護大臣「EU の法律と調和するため，

新たに 90 件の環境規制を導入する」/政府が在マケドニア・セルビア大使館全館

員を一時帰国させる /  インド及びイランに対する一般査証免除実施 / ロシア

連邦軍事･技術協力局長「セルビアへの S-300 の売却を交渉している」 / 米国の

ジョンソン上院議員がセルビアを訪問 / ブルナビッチ首相が西バルカン 6 カ国

非公式首脳会合に出席 

 コソボ関係：UNMIK 国連事務総長特別代表がブチッチ大統領及びダチッチ外務大臣と 

会談 / ブチッチ大統領「EU加盟交渉においてコソボは最も重要な問題である」 / 

UNMIK に関する国連安保理会合が行われる / ベオグラード・プリシュティナ間対

話の新ラウンドに向けたセルビア・コソボ大統領間の会合が行われる 

o 経済 

 財政：セルビア政府，クロアチアの農産物輸入に係る非関税障壁廃止を歓迎 / 2017 年

度上半期のベオグラード市観光収入，前年度同期比 1 億ユーロ上昇 / 2017 年

度，セルビアの貿易産業製品の輸出額 7 億 5400 万米ドル / アンティッチ鉱業エ

ネルギー大臣：「2020 年までに再生可能エネルギー源から 600 メガワットの電力

を作り出す」 

 投資：ベオグラード市，ビンチャ・ゴミ処理場運営の官民連帯（ＰＰＰ事業）に係る契

約に署名することを決定 
 企業：Air Serbia社，2016 年度 90 万ユーロの純利益で黒字となる  
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4日，嵐作戦22 周年追悼集会がノビ・サドで行なわれ，集会には，ブチッチ大統領

をはじめとしたセルビア要人の他，スルプスカ共和国（ボスニア・ヘルツェゴビナを構

成する政体の一つ）の首脳，高官等が出席した。 

ブチッチ大統領は「セルビア人は，二度とこのような体験をしてはならない。だから

私はここで約束する。セルビアは，セルビア人に敵対するこのような犯罪行為が再び起

きることを許さない。我々は，誰をも脅迫しないし，隣の家の木の実を数えることもし

ない。それがセルビアの政策だ。」と述べた。 

［当館注］嵐作戦は，クロアチア領内において事実上セルビア人勢力の統治下にあっ

た「クライナ・セルビア人共和国」の領域における実効支配を取り戻すため，クロアチ

アが 1995年に実施した軍事作戦である。セルビア共和国難民委員会によると，嵐作戦

中およそ20 万人のセルビア人が居住地を追われたとされており，また 2000 人以上の死

亡者及び行方不明者が記録されている。 

 

〈外政〉 

●ブルナビッチ首相がモンテネグロを訪問 

 2日，ブルナビッチ首相は，西バルカン諸国のNATO加盟を推進するために行われる

アドリア憲章首脳会議に出席するため，モンテネグロを訪問した。［当館注］セルビア

はアドリア憲章オブザーバー国である。 

ペンス米国副大統領と会談したブルナビッチ首相は，「セルビアは，地域における治

安と安定を維持するだけではなく，対話を通じて未解決な問題の妥協策を探ることで地

域の発展に貢献できる。」と述べた。同会談においてはまた，安全保障分野における両

国間の協力が協議された。両者は，両国間協力において軍及び警察がこれまでに最も多

く成果を挙げた分野であるという認識で一致した。 

ブルナビッチ首相は，モンテネグロのNATO 加盟に関し，「セルビアは軍事的中立主

義を標榜する国であるが，NATO にとっては，責任を果たし予測可能で信頼性の高いパ

ートナーである。そして近隣国の NATO 加盟に関する決断を尊重する。」と述べた。 

 

●欧州委員会委員長：「西バルカンの早期の EU 加盟を望まない」  

4日，ユンカー欧州委員会委員長は，米国メディアのポリティコ社とのインタビュー

において，「私は，西バルカンの早期のEU 加盟を望まないが，西バルカン諸国が EU 加

盟の展望を失えば，1990 年代の経験を再び味わうことになる。」と述べた。 

 

●トルコ国家情報機関長官がセルビアを訪問 
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7日，セルビアを訪問したフィダン・トルコ国家情報機関長官は，ブチッチ大統領と

会談を行なった。同会談においては，両国における難民危機を含む治安問題が協議され

た。 

会談後の発表によると，両者は，「難民の通過点であるトルコとセルビアにとって，

本会談は，当地だけでなく欧州全体の治安と安定を保持するための二国間協力の構築に

向けての重要な一歩である。」という点で一致した。 

ブチッチ大統領は，エルドアン・トルコ大統領の側近として知られているフィダン長

官を通じて，エルドアン大統領をセルビアに招待した。 

 

●欧州議会セルビア担当特別報告者がセルビアを訪問 

12 日，セルビアを訪問したマカリスター欧州議会外交委員会セルビア担当報告者は，

ブチッチ大統領との会談後，「セルビアは，十分な準備が出来てから EU に加盟する。」

と述べた。 

会談後の共同記者会見において，マカリスター報告者は，EU 加盟プロセスにおいて

セルビアを支持することを約束したが，プロセスの進捗度合いは，各政策分野における

交渉が開始されるかということと，残された問題が解決されるかということによる，と

述べた。 

24 日，セルビアを訪問したマカリスター報告者は，ブルナビッチ首相，ブチッチ大

統領及びダチッチ外務大臣と個別に会談を行なった。 

ブルナビッチ首相は，マカリスター報告者との会談において，「経済的，政治的改革

の成功によって，セルビアはEU 加盟プロセスにおいて継続的に進歩している。」と述

べた。 

ブチッチ大統領との会談においては，コソボ問題の解決に向けた国内対話のあり方や

同対話に関する今後の予定や計画が協議され，さらに法の支配の原則や報道の自由が協

議された。 

ダチッチ外務大臣との会談においては，EU 加盟におけるセルビアの今後の歩みが協

議された。同会談では，ダチッチ外務大臣は，「セルビアは今後，地域の安定と共に政

府の戦略的目標であるEU 加盟を含む外交上の重点政策を実施し続けていく。」と述べ

た。 

 

●ブリン国防大臣がロシアを訪問 

12 日，ブリン国防大臣はモスクワを訪問し，ショイグ露国防大臣と会談を行なった。

両者は，軍事産業における両国間の協力の可能性を協議した。ブリン国防大臣は，セル

ビアがロシアから調達した MiG29 戦闘機は，本年度末までに納品されると述べた。 
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●ミハイロビッチ建設・運輸･インフラ大臣「セルビアはバルカンにおいて中国の最高

のパートナーである」 

15 日，ミハイロビッチ建設・運輸･インフラ大臣は，セルビアを訪問した中国の記者

団に対し「セルビアは小さな国であるが，バルカン地域において中国の最高のパートナ

ーである。」と述べた。 

ミハイロビッチ大臣はさらに，「セルビアのインフラ分野での約1,400億ユーロ相当

の投資総額のうち，約半分が中国からの投資であることは，同分野において中国との協

力がセルビアにとっていかに重要であるかの証左である。両国の経済的・政治的関係は

良好であり，セルビアは，世界最大のプロジェクトである『一帯一路』の対象国として，

同プロジェクトの実現に全力で貢献していきたい。」と述べた。 

 

●トリバン環境保護大臣「EU 環境基準との調和を図るため，新たに 90 の環境規制を導

入する」 

19 日，トリバン環境保護大臣は，ベータ通信とのインタビューにおいて，「セルビ

アは，EUの環境基準との調和を図るため，今後1 年半以内に，新たに 90の環境規制を

導入する予定である。」と述べた。トリバン大臣は，環境規制案の作成は未だ始まって

いないという状況について，「今が分岐点である。セルビアは EU加盟交渉において，

環境保護に関連する政策分野である第 27 章における義務を果たさなければならない。」

と述べた。 

さらにトリバン大臣は，環境保護省にとって廃水処理が最も重要な分野であると強調

した。セルビアでは現在，8%しか廃水が処理されていない。 

 

●政府が在マケドニア・セルビア大使館全館員を一時帰国させる 

21 日，ブチッチ大統領は，「マケドニアは在マケドニア・セルビア大使館員に対し

攻撃的な諜報活動を行っており，その対抗措置として，セルビア政府は在マケドニア大

使館の全員を一時帰国させた。」と述べた。ブチッチ大統領はまた，本件を担当するセ

ルビア政府機関より，マケドニアによるこういった諜報活動が行われた証拠が示されて

おり，また本件にはある主要国の情報機関も関わっていた，と述べた。 

22 日，ディミトロフ・マケドニア外務大臣は，諜報活動が行われたことを否定した。 

23 日，ブチッチ大統領とザエフ・マケドニア首相は電話会談を行い，両国の問題は

対話を通じて解決するという点で一致した。会談後，両首脳は共同声明を出し，「一部

の重要な政治的及び地域的問題に対する考え方に相違があるものの，セルビアとマケド

ニアは，両国，セルビア人とマケドニア人，セルビア国民とマケドニア国民の友好関係

を保障するのみならず，更に向上させることに共に取り組む。」と発表した。 

一部の在マケドニア大使館員が 24 日に，また駐マケドニア大使は31 日に帰任した。 
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●インド及びイランに対する一般査証免除実施 

22日，セルビア政府は，同日よりインド及びイラン両国民に対する一般査証免除措置

を実施したと発表した。 

 

●ロシア軍事･技術協力庁長官「セルビアへ S-300 の売却を交渉している」 

 24 日，シュガエフ・ロシア連邦軍事･技術協力庁長官は，「セルビア側は，S-300 地

対空ミサイルシステムに興味を示した。この案件は検討中である。」と述べた。 

 

●米国のジョンソン上院議員がセルビアを訪問 

29 日，セルビアを訪問した米国のジョンソン上院議員は，ブチッチ大統領と会談し

た。ジョンソン上院議員は，「セルビアは地域の安定に重要な国である。セルビアは西

側の民主主義国の一員であるべきだ。」と述べた。 

両者は，地域情勢やセルビア・コソボ関係正常化の対話，地域におけるロシアの影響

などを協議した。 

 

●ブルナビッチ首相が西バルカン 6カ国非公式首脳会合に出席  

29 日，アルバニアで開催された西バルカン 6カ国非公式首脳会合に出席したブルナ

ビッチ首相は，セルビアが，南東欧運輸共同体事務局のホスト国に正式に立候補する意

向を表明した。ブルナビッチ首相はまた，西バルカンにおける地域協力とEU 加盟プロ

セスに対するセルビアのコミットメントを強調しつつ，西バルカンにおける今後の経済

発展の鍵を握る要素として，経済のデジタル化及び IT分野に言及した。 

 

〈コソボ関係〉 

●UNMIK 国連事務総長特別 代表，ブチッチ大統領とダチッチ外務大臣と会談 

 9日，国連コソボ暫定行政ミッション(UNMIK)に関する四半期毎の安保理会合に向け

て，タニン UNMIK 国連事務総長特別代表は，ベオグラードでブチッチ大統領及びダチ

ッチ外務大臣と個別に会談を行なった。 

 ブチッチ大統領との会談において両者は，コソボにおける政治事情と治安を協議した。

国連安保理決議 1244 の着実な実施及びEU の仲介の下で行われているベオグラード・

プリシュティナ間対話への参加を通じてUNMIKがコソボにおいて活動を継続することは，

コソボの安定を維持するために極めて重要であるという点で一致した。 

 ダチッチ外務大臣との会談において両者は，ベオグラード・プリシュティナ間対話と

UNMIK の活動の将来性について協議した。 

 

●ブチッチ大統領「EU 加盟交渉においてコソボは最も重要な問題である」 
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 12 日，セルビア訪問中のマカリスター欧州議会セルビア担当特別報告者と会談を行

なったブチッチ大統領は，「セルビアは，EU 加盟交渉において追加交渉分野がある唯

一の国である。コソボ関連の第３５章があるため，私はコソボ問題の解決に向けた国内

対話を呼びかける必要があると確信した。」と述べた。 

 

●UNMIK に関する国連安保理会合が行われる 

 16 日，ダチッチ外務大臣は，ニューヨークにおいて，UNMIK に関する四半期毎の安

保理会合に出席した。その際，ダチッチ外務大臣は，「セルビアは，中立的な枠組みで

未解決問題を解決し，地域の安定に貢献するため，そして西バルカン地域が EUへ加盟

できるようになるため，ベオグラード・プリシュティナ間対話に建設的な姿勢で参加し

続ける。」と述べた。 

 ダチッチ外務大臣は，ベオグラードはプリシュティナと行うようにしているが，コソ

ボの独立が前提とされずに，双方が受け容れられる解決策に基づき対話を行うべきだ，

と述べた 

 ダチッチ外務大臣は，コソボは UNESCOやインターポールのような国際機関への加盟

要請等で対話を妨害していると訴えた。 

 同会合に出席したチタク駐米国コソボ大使は， UNMIK はコソボにおいて既に目的を

失っており，コソボで活動を継続する必要がないと述べ，UNMIK の廃止を求めた。 

 米国国連常駐代表代理は，UNMIKの活動を徐々に減らし，廃止するよう要求した。こ

れに対し，ロシア及び中国の代表は反対した。 

 

●ベオグラード・プリシュティナ間対話の新ラウンドに向けたセルビア・コソボ大統

領間の会合が行われる 

 31 日，ブリュッセルで行なわれた，ベオグラード・プリシュティナ間対話に，セル

ビア及びコソボ双方の大統領が参加した。 

会合を主催したモゲリーニEU 外交安全保障政策上級代表は，「今回は，関係正常化

及び民族融和の実現のため，ベオグラード・プリシュティナ間対話の新たな段階におい

て取り組みを継続することでブチッチ・セルビア大統領及びサチ・コソボ大統領は合意

に至った。」と述べた。 

 モゲリーニ上級代表はまた，「ブチッチ大統領とサチ大統領は，今後数週間にわたり，

EUが仲介する対話で合意された司法分野に関する最終的な取り組みを行い，本年 10 月

17日までに司法分野に関する合意を完全に履行することで一致した。」と述べた。 
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｀経済 

〈財政〉 

●セルビア政府，クロアチアの農産物輸入に係る非関税障壁の廃止を歓迎 

10 日，セルビア政府は，クロアチア政府がセルビアを含むEU 非加盟国からの農産物

輸入に係る非関税障壁の廃止を決定したことを歓迎した。1日，クロアチア政府は，植

物検疫の対象となる農産物を拡大し，さらに植物検疫にかかる手数料を現在の12 ユー

ロから 270 ユーロへ 22 倍以上引き上げた。 

7日，サラエボで行われたボスニア・ヘルツェゴビナ，モンテネグロ及びセルビアの

貿易担当大臣の会議において、クロアチア政府による本件新規制が協議され，1週間で

クロアチアが新規制を取り消さなければ，地域諸国は対抗策を実施せざるを得ないこと

で一致した。 

ブルナビッチ首相は，廃止の決定を受けて，今回の決定はバルカン諸国の関係に良い

影響をもたらし，あらゆる分野で協力を進めることが地域の安定、特に経済成長にとっ

て重要である、と述べた。  

 

●2017 年度上半期のベオグラード市観光収入，前年度同期比1 億ユーロ上昇 

7日，ベオグラード市観光局は，2017 年度上半期の同市の観光収入は，前年度同期比

1 億ユーロ上昇したと発表した。 

ポポビッチ・ベオグラード市観光局長によると，2017 年度上半期の観光客数は，前

年度同期比 19%上昇している。 

 

●2017 年度，セルビアの軍事産業製品の輸出額7 億5400 万米ドル 

 9日，ブリン国防大臣は，セルビアの軍事産業製品輸出額は 7 億5400 万米ドルであ

り，2017年度には既に前年度同期比 20%の上昇を記録していると述べた。 

 

●アンティッチ 鉱業エネルギー大臣：「2020年までに再生可能エネルギー源から 600

メガワットの電力を作り出す」 

25 日，アンティッチ鉱業エネルギー大臣は，セルビアは 2020 年までに再生可能エネ

ルギー源から 600 メガワットの電気を作り出す見通しであると述べた。また，同大臣は，

その内訳として「約 500 メガワットは風力から，100 メガワットは水力やバイオマス燃

料から生産される。」と述べた。 

現在，セルビアでは再生可能エネルギー源から電気を生産している 205の発電所が電

力網に接続しており，97.5 メガワットを発電している。 

 



 
 

 ※掲載内容は，現地報道等をまとめたもの 

 

〈投資〉 

●ベオグラード市，ビンチャ・ゴミ処理場運営の官民連帯（ＰＰＰ事業）に係る契約

に署名することを決定 

30 日，ベオグラード市は，フランスのSuez Groupe SAS 社及び日本の伊藤忠商事の

共同企業体と，ビンチャ・ゴミ処理場における一般廃棄物の収集及び処理に係る官民連

帯手法の運営に係る契約書に署名すると発表した。契約期間は 25年。ベオグラード市

の発表によると，共同企業体は契約期間中に廃棄物を燃料とする発電所及び地域熱供給

施設を建設する予定である。共同企業体の提示した額は年額は 3827 万 8,900 ユーロ

（付加価値税込み）である。 

 

〈企業〉 

●Air Serbia 社，2016 年度90 万ユーロの黒字となる 

8 日，セルビアの航空会社 Air Serbia 社は，2016 年度には90 万ユーロの黒字となっ

たと発表した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ※掲載内容は，現地報道等をまとめたもの 

 

通貨：ディナール(RSD) 
 1EUR= 119.53 RSD 
1USD= 100.66 RSD 
(8 月 31 日現在) 

 

 2017年 7 月 前年同月比 2017 年 1 月～7 月 前年同期比 

財政        

（100 万ﾃﾞｨﾅｰﾙ） 
/ / / / 

収入（a） 110,766.0 +5.56 659.747.0 +9.4 

支出（b） 83,869.0 +6.1% 599,684.1 +3.2% 

財政収支（a）-（b） +26,897.0 +3.8% +60,062.9 +172.79 

 

総貿易額（100 万ﾕｰﾛ）     
輸出（c） 1,231.0 +10.3% 8,698.3 +13.2% 

輸入（d） 1,582.5 +14.1% 11,192.2 +13.1% 

貿易収支（c）-（d） -351.5 -29.84% -2,493.9 -12.66% 

 

工業生産指数 
2017年 7 月 

（2016 年平均＝100） 
対前年同月比 

（比較対象＝100） 
2017 年 1 月～7 月 
（2016 年平均＝100） 

対前年同期比 
（比較対象＝100） 

 +2.0% 4.2% -0.1% 2.5% 

 

消費者物価指数    

2017 年 7 月 
対先月比 対前年同月比 

 
（比較対象＝100） 99.6% 103.2% 

 

平均賃金 7 月（グロス） 
1月～7 月の平均

（グロス） 
7月（ネット） 

1 月～7 月の平均

（ネット） 

（ディナール） 66,251 65,003 48,101 47,206 

 

GDP 成長率 対前年同期比 失業率 15 歳以上 15歳以上25 歳未満 

2017 年第 2 四半期 1.3% 2017年第2 四半期 11.8% 28.9% 


