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ボスニア・ヘルツェゴビナの畜産事情

一東部ス レブレニツァの事例を中心として一

大西啓一 郎 *

はじ めに

報告者は，独立行政法人 国際協力機構(以下

JICA)の「畜産市場運営準備・運営管理j 短期専門

家として，2007 年 11 月 ~ 1 2 月の約 2 ヶ月間 ， ボス

ニア・ヘルツェゴビナに滞在した。今回の業務には，

現地畜産事情の調査が含まれていたところ，任地で

あるスレブレニツァ周辺を主に現地畜産事情の調

査を行った。そこで本稿では，その調査結果を基と

して，任地であった東部のスレブレニツァの事例を

中心にボスニア・ヘルツェゴビナの畜産事情につい

て報告したい。

日本において，西バルカン諸国の事情とくに農業

(畜産)について報告されることはほとんど無い。

しかし，戦後の復興支援という形の援助が増加する

昨今において復興支援あるいは平和構築の文脈に

おいて農業開発の果たす役割を考えていくための

出発点として，ボスニア ・ヘルツェゴビナを取り

扱った本稿において今後の研究を進めていくため

の幾つかの間題を提起したい。

なお，本稿による見解は飽くまで報告者によるも

のであり ，JICAを代表するものでは無いことを予

めお断りしたい。

1 .ボスニア・ヘル ツ ェ ゴ ビ ナ の

一般事情

ボスニア・ヘルツェゴビナは，東ヨーロッパの国

家でありバルカン半島の北西に位置する。首都は

1984年の冬季五輪が開催されたことで知られるサ

ラエヴォであり，ボスニアック系 (48%)，セルビ

ア系 (34%)，クロアチア系 (14%)で構成される

が，これは宗教の違いで規定され各民族自体に人種

的な大きな差異は無い。

ボスニア・ヘルツェゴビナは1992年に旧ユーゴス

ラピア連邦より独立を宣言 した。独立宣言をきっか

吋虫立行政法人 国際協力機構南アジア部 ジュニア専門員

(Keiichiro Onishil 

けに，独立に反対するセルビア系(セルビア正教)， 

独立に賛成するクロアチア系(カソ リック)ボスニ

アック系(イスラム教)が激しく対立し，紛争へと

至った。その戦闘は酸鼻を極め，スレブレニツァに

おけるセルピア系勢力による約8，000人ともいわれ

るボスニアック系男性への虐殺は紛争における最

大の悲劇のーっと して知られている。

また，セルビア，クロアチアの紛争への介入もあ

り紛争は長期化，NATOによる紛争への介入と制裁

空爆を経て， 1995年に国連や NATOの調停による

デイトン和平合意によって紛争の終結を見るまで

約 3年の月日を必要とし，死者 20万人，難民，避

難民 200万人ともいわれ，第二次世界大戦以降の

ヨーロッパにおける最悪の紛争となった。

内戦終結後のボスニア・ヘルツェゴビナは，ボス

ニアック系とクロアチア系が主体のボスニア連邦

とセルビア系が主体のスルプスカ共和国の2つの主

体，およびいずれにも属さない中立地帯であるブル

チコ行政区の3つの要素から構成される連邦国家で

あり，各々が独自の行政組織を持ち高度に分権化し

ている。また，軍事面では EUによる多国籍部隊で

ある， EUFOR (EU Force in Bosnia and Herzegovina) 

約 7，000名がボスニア・ヘルツェゴビナの治安を維

持する目的で駐留，和平遂行を民生面で担当するた

めOHR(Office of the High Representative)が国連

を中心として設置されている。

紛争終結後は，日本を含めた国際社会により難民，

避難民の帰還を含めた国の復興が進められており ，

日本は 1996~ 1999 年の 4 年間に 5 億ド、ル (復興全

体額の約 10%)の対ボスニア復旧・復興支援を行う

旨表明し，現在も JICAによる技術協力を含め，ボ

スニア・へノレツェゴビナにおいてさまざまな支援を

実施している。

0369-5247/08/￥500/1論文/JCLS
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図l ボスニア ・ヘルツェゴピナ地図

地図出典:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ commons/5/50/Map 

_of_Bosnia加 d_ Hercegovina _ showinιSrebrenica.png 

2.ボスニア・ヘルツェゴビナに
おける農業 概要

①農 業概要

ボスニア・ヘルツェゴピナは，その国土の多くを

山地が占め，大陸性気候であり夏は比較的過ごしや

すく冬は厳しい。年間平均気温は 7"Cから 11"C，年

間降水量は 751mmから 1，428mmである。ボスニ

ア・ヘルツェゴビナの農業は粗放的な牧畜(牛 ・羊)

が主体であり，山間部で、は小規模な農業が営まれる。

当国の農地は約 150万 haの農地があるが，その多

くは戦災による住民の流失，地雷の除去が進まない

等の理由により多くの農地が利用できずに放置さ

れている。内戦前においては，果樹(ブドウ，ベリ一

類等)の生産も盛んであり，西欧に対する輸出もさ

れていたが，内戦後においては圏内需要を満たす収

穫も確保出来ないままである。

②農業 政策

ボスニア・ヘルツェゴピナにおいて農業はGDPの

12.4%を占める主要な産業であり，その重要性は非

注 l)PRSPとは貧困削減戦略文書 (Pove目yReduction Strategy 

Paper) Jの略で. 1999年 9月の世界銀行・国際通貨基金 (IMF)

の合同開発委員会において，重債務貧困国 (HeavilyIndebted 

Poverty Countries: HlPCs)に対する債務救済および穣許的融資供

与の条件として策定が要請された。また，世銀・刷Fは『途上国

政府主導の下に市民社会やドナーなどの関係者が参加して作成

する経済 ・行政 ・社会政策であり，成長促進と貧困削減を目的と

する 3年間程度の計画」と定義している。

常に高いといえる。

ボスニア ・ヘルツェゴビナにおいては，他の開発

途上国と同様 PRSP注 1)が作成され，国の経済開発の

大きな柱として位置づけられている。

ボスニア・ヘルツェゴピナの PRSPにおいて農業

は地方農村部における貧困削減の最も重要な鍵と

されており，とくに紛争前の状況への復興と中央に

おける計画による社会主義的な農業から市場経済

に基づく農業への移行を目標として掲げている。

ボスニア・ヘルツェゴピナの農業政策の中で畜産

は，最も重要とされるセクターの一つであり，農業

生産の約 50%が肉牛飼育によるものとされている。

また，畜産(養魚，養蜂を含む)においては他の農

業セクター以上にボスニア・ヘルツェゴビナの他の

天然資源(牧草を含む飼料，土地等)と有機的な関

係が指摘されている。

ボスニア・ヘルツェゴビナにおいては，牛乳およ

び乳製品，牛肉等はその国内での需要に対し国産品

では賄えずに多くを輸入に依存しているが，生産の

増加による，その状況からの脱却と輸出による外貨

獲得が畜産セクターにおける政策目標として掲げ

られている。

また， 47% (2004年政府統計)と高い失業率を示

すボスニア・ヘルツェゴビナにおいては，その失業

人口の大きな吸収先としての期待も大きい。

3. 現地畜産事情調査

① スレブレニツァの畜産事情

ボスニア・ヘルツェゴピナは，その国土のほとん

どが山岳地帯であり，農業は畜産(牧羊)を中心に

畑作 ・園芸 ・林産等が複雑に絡み合った小規模かっ

自給的な営農形態を持っている。

旧ユーゴスラビア連邦時代においては，零細な小

規模農家が多数存在するとともに，少数であるが，

経営規模，生産力的にも高度な社会経営農業が存在

していたが現在ではほとんどが姿を消している。旧

ユーゴスラピア連邦時代には，主に社会経営農業に

政府の力点がおかれ，農業生産の約 7害IJを占めてい

た個人農経営が停滞していた。また，国家政策とし

て工業の発展に重点がおかれ，農業は軽視され食料

の圏内需要を満たすことが出来ず，また農業生産の

技術的発展が進まなかったこともあり，就農人口が

減り農村での脱農業化が進んだことが指摘されて
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表 l スレブレニツァ市の戦前戦後の家畜飼育数の変化

牛 羊 豚 鶏 馬

村(MZ) 1991 2003 1991 2003 1991 2003 1991 2003 1991 2003 

CRVICA 340 216 505 2017 

KOSTOLOMCI 625 765 427 1959 

SKELANI 1076 1139 812 5938 4 

TOPLlCA 753 1266 291 2158 25 

KRNjlCI 391 479 230 1169 4 

合計 3185 250 3865 450 2265 243 13241 1000 33 50 

出典:ユーゴスラビア連邦畜産統計1991年，女性協会(NGO)によるフィールド調査 2003年

表 2 スレブレニツァ市および近隣2市の家畜飼育頭数

スレブ‘レニツァ市 ミリチ市

肉牛 700 
1171 

乳牛 560 

羊 4200 8411 

山羊 350 236 

豚 650 1017 

馬 120 211 

鶏 NA NA 

出典・各市統計， 2006年

いる。

事実，内戦前のスレブレニツァの農業について地

元民から聞き取りをすると，旧ユーゴスラピア連邦

時代においては，スレブレニツァにおいても幾つか

の工場があり，多くの人々は工場勤務を しており，

いわゆる 「専業農家」は少なかったとのことだった。

そのような，農業全般の遅れに対 して 1980年代

末期より改革の試みが始められた矢先に，連邦制度

の崩壊とそれに続く 1992年から 1995年の内戦によ

り，ボスニア ・へノレツェゴビナの農業は大きな痛手

を受け，現在に至るもその痛手から立ち直れずにい

る。畜産もまたその例外で無く ，家畜の飼育頭数は，

内戦前に比べると大幅に減少(表 1参照)，放牧地

も放置され荒れている土地が多く，内戦前の半分程

度が利用されているに過ぎない。

スレブレニツァにおいては，飼育されている主な

家畜は以下の通りである。

牛

スレブレニツァで飼育されている牛は主に乳肉

兼用の在来種であるボスニア種およびその交雑種

であった。内戦後に国連を中心としたドナー機関に

よって配布された，ホルスタインやシーメンタール

種およびその交雑種も散見された。肉乳兼用として，

一戸当たり l頭から数頭が飼育されており ，牛乳は

ブ、フトナツ市 合計

690 4551 

1430 1990 

2950 15561 

NA 586 

3520 5187 

123 454 

13200 13200 

もっぱら自家用として用いられており ，家庭での

チーズ，ヨーグルト等の乳製品作りも盛んで、あった。

飼育の状況等を見ると，家屋に隣接された小規模

な畜舎につなぎ飼し、されており ，畜舎は電気等が引

かれていないことが多かった。また畜舎は排水の使

が良くない等あまり衛生的では無い。朝の搾乳後に，

家の近所の野外につながれていることが多いよう

で、あった。搾乳は 1日2回，平均乳量は品種によっ

てやや差があるものの，夏季 15~ 16kg/ 日 ， 冬季 7~

8kg/日が平均のようである。夏季と冬季の乳量の差

が大きいが，これは冬季においては良質の粗飼料の

入手が難しくなることが原因として考えられた。搾

乳の際の，清拭，前搾り，後搾り等あまり丁寧に行

われていないように見えたが，乳房炎は意外に少な

いとのことであった。

給与飼料は，粗飼料はアルフアルファ，何種類か

混合して栽培した牧草等が見られた。粗飼料の質は

あまり良くなかった。濃厚飼料は，自家産の トウモ

ロコシ，ふすま等を単味飼料と して給与している場

合が多かったが，購入じた配合飼料を給与している

例も少なからず散見された。スレブレニツァおよび

国境であるド リナ川|を挟みスレブレニツァの対岸

に位置するセルビア国パイ ナパスタには飼料庖も

あり，ボスニア・ヘルツェゴビナ産，セルピア産の
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商品以外にも，オース トリ ア産等の輸入品が見られた。

人工授精はスレブレニツァの獣医および隣国セ

ルピアのパイナパスタ市の業者に よって行われて

いる。

羊

スレブレニツァを含むボスニア・へ/レツェゴビナ

で一番多く飼育されている家畜は羊であった。品種

について農家等に質問を行ったが，質問の意図を理

解して貰えなく羊は羊だ」とのこと。帰国後に

文献に当たってみると在来種の「プラメンカ種Jが

大部分を占めるとのことで、あった。プラメンカ種は

報告者の印象としては，中型でメリノ一種程度の大

きさであった。肉毛兼用として飼育されているが，

毛は市場に出荷等されておらず自家用として，毛糸

を作りセーターや靴下として利用されていた。

飼育方法は，放牧が一般的であり夏季は 1日を野

外で過ごし冬季においては，天候の良い日には放牧

につれて行くものの，悪天候時は畜舎で過ごすよう

で、あった。畜舎は， UNDPによってボスニアック系

帰還世帯に対して支給された近代的な畜舎が散見

された。伝統的な煉瓦作りの畜舎も多いが，それは

それで、理屈に適った作りが成されており，とくに問

題は感じられなかった。

給与飼料は，放牧主体であるが畜舎では乾草およ

び毎日では無いが濃厚飼料(単味飼料)が与えられ

ていた。

交配は自然交配で人工授精は行われていない。ま

た，スレブレニツァ 地域においては「種雄が古く

なっている」と灰聞したところ，新しい種雄のまと

まった導入もしくは可能であれば人工授精による

交配事業等も必要であると考えられる。

山羊

スレブレニツァも含めたボスニア・ヘルツェゴビ

ナ全体として， 山羊の飼育頭数は減少傾向のようで

あった。品種と してはこれも在来種で大きさは中型，

日本ザーネン種よりやや小さい程度であった。用途

は主に肉用，過去においては乳も良く飲用，加工用

として利用されていたが現在はほとんど利用され

ていなかった。巷間貧者の乳牛」等といわれる

こともある山羊であるが，ボスニア ・ヘルツェゴビ

ナにおいても，過去においては貧困層を中心として

広く飼育されていたと ，農家の老人からの聞き取り

で分かつた。では，なぜ現在は飼育頭数が減ってい

るかを問うと今はどこの農家でも牛を飼えるか

らねJとの返答で、あった。

-豚

スレブレニツァの，ほとんとやのセルビア系農家で

は豚が飼育されていた。

周知のことながら，イスラム教では不浄な動物と

されているところボスニアック系農家においては

飼育はされていなかった。飼育されているのは一般

的なパークシャ一種やランドレース種と見受けら

れた。飼育方法は一般的な舎飼いであるが山村にお

いては，放し飼い的に農家周辺を自由に行動してい

るものも見られた。飼料は，残飯および穀類等であ

り，また余剰の牛乳等も飼料として利用されている。

報告者がスレブレニツァに滞在した 11 月 ~ 1 2 月

は，冬場の餌が確保出来ずにごく少数を残して全て

の家畜を屠殺し塩漬けなどで保存していた中世以

来の伝統として行われている塩漬け肉，薫製やノ、ム

作りが，週末になるとそこかしこの家々の庭で行わ

れていた。

なお，豚は自然交配が主で人工授精はほとんど行

われていない。

・家 禽(鶏 )

家禽も大抵の農家において飼育されている。その

規模は，小規模養鶏と呼ぶにも及ばない庭先におけ

る粗放的な養鶏でありもっぱら卵と肉を自家用に

供しているのみである。七面鳥等も飼育されている

と聞いたが，報告者が農村を回った限りではあまり

見かけなかった。

内戦前， I日ユーゴスラビア連邦時代は，公営農場

にて集約的に行われていた。内戦後においてもこの

分野の復興は目覚しく，戦前の鶏羽数を上回るほど

である。しかしながら，スレブレニツァにおいては，

この種の養鶏場を見ることは無かった。

② スレブレニツァにおける家畜 衛 生

一般事情

スレブレニツァにおける家畜衛生の状況である

が，獣医の数は絶対的に不足していた。したがって，

基本的な治療等については農家自身が行っていた。

病気に対する知識等であるが，農家は後述するブ‘ル

セラ病も含めて病名や症状等に関する基本的な知

識は知っていた。また，予防等についてもどういう

ワクチンの接種が必要か，また外部寄生虫駆除のた

めの薬浴等の知識もあり，また実施していた。
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ブルセ ラ病

ブルセラ病は， 人畜共通感染症の一つで，牛，豚，

山羊，羊，犬等に感染する ことで知られている。症

状としては，雌の胎盤で、のブルセラ菌の増殖による

胎盤炎，常習的な流産，乳房炎および乳f十中への排

菌等が見られ，雄においては精巣炎，精巣上体炎な

どの症状が見られる。治療法は人間においては，抗

生物質の投与，家畜においては，治療は行わず殺処

分が一般的である。

スレブレニツァにおいて，本年夏頃よりブノレセラ

病の蔓延が噂され，多数の羊が死亡，人間にも感染

者および死亡者が出ているとのことで、あった。しか

し，スレブレニツァ市当局や現地で活動する NGO

にこの件に関して質問 してみたが今一つ明快な回

答が得られなかった。そのため，ブ、ルセラ病が一番

蔓延しているとされる，ポドラヴァノ MZ註 2)を調

査のため訪れ， MZチェアマン(村長)および 3車干

の農家から聞き取りを行った。

そもそも，ブルセラ病はこの地域において一般的

な病気なのかという 問いに対しては，MZチェアマ

ンおよび農家によると内戦前に何度か家畜が擢

患したとは聞いたことがあるがこれほど大規模に

蔓延したことは無かった。Jとのことであった。2007

年 12月現在までにポドラヴァノ MZで、ブ‘ルセラ病

が原因で死亡したと考えられる家畜は，同 MZにい

る約 1，000頭の羊のうち 35頭とのことである。ブ

ルセラ病がどこから持ち込まれたかに関してポド

ラヴァノ MZを含めたスレブレニツァの住民日く ，

2007年春より UNDP注 3)により行われた羊配布事業

で配られた羊が原因であるとの弁であるが定かで

はなかった。

ポドラヴ、アノ MZチェアマンは，事態の収拾のた

めにスレブレニツァ市当局，スルプスカ共和国農業

省および UNDPに対し陳情のため文章で抗議を

行ったところ，スレブレニツァ市当局からは，事態

の沈静化までのスレブレニツァでの家畜の取引お

よび移動の禁止の行政命令が発出，またスノレプスカ

共和国農業省ではス レブレニツァの全家畜の血液

検査を行い患畜の選別および処分を行うとのこと

で、あった。

注 2)MZ (Mjesna Z司ednica)行政村

以上のように，今一つ状況が判然としないのだが，

報告者の所感としては「何かしら問題があるのは確

かだが，どれほど深刻なのだろうか」というのが正

直なところであった。しかし， 任地からの離任の当

日に所用で山中を車で、走っていたところ，ブルセラ

病に擢患したと思われる羊の処分現場に遭遇した。

瀕死の羊が十数頭ほど山間の農家から幹線道路沿

いに運ばれて来ており，防毒服を装備したスノレプス

カ共和国農業省の職員の手によって運ばれる最中

で、あった。報告者が面識のあるスレブレニツァ市の

職員も現場に立ち会っていたために，詳細を尋ねる

と幹線道路より少し入ったブレザニMZにおいて擢

患した羊の処分とのことで、あった。

③ ボスニア・ヘルツェゴビナにおけ

る家 畜 流通 事情

畜産市 場

スレブレニツァおよび現在はセノレビア固となっ

たドリナ河を挟みスレブレニツァの対岸の町であ

るパイナパスタには，内戦前までは畜産市場が存在

し，その2ヶ所において家畜の売買が行われていた。

内戦後は畜産市場がないために，農家を訪れる家畜

商に直接売る しか家畜の売買の手段が無く ，家畜商

の言い値で闇取引するしかない。

そのため， nCAでは現在スレブレニツァに派遣

されている長期専門家の活動の中で畜産市場の建

設を計画，在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本大使館

の草の根・人間の安全保障無償資金協力によって，

畜産市場が建設された。報告者は，その畜産市場の

運営準備のために nCA短期専門家として派遣され

た。

そこで，スレブレニツァの家畜市場の運営の参考

とする目的で首都サラエヴォ近郊の畜産市場を訪

問，畜産市場における家畜の取引について聞き取り

等行うと共に，家畜商への聞き取りをも行った。

サラエヴォ郊外，市内から 5~6km の場所に位置

するサラエヴォ畜産市場はサラエヴォ地区の農業

協同組合によ って運営され，毎週水曜日の午前 2

時~午前 11時の間に家畜市が聞かれている。土地

の規模は 7haで，家畜用の秤，管理事務所等少々の

建物はあるものの，基本的に家畜の売買は露天で行

われている。家畜の売買は， 1 回に付き，牛が 60~

70 頭，羊や山羊等の中小家畜が 400~500 頭の規模

注 3)UNDP (UnitωNations Development Programme) 国連開発計画 で行われている。報告者がサラエヴォ畜産市場を訪
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写真 l 牛は l回に 60ー 70頭が売買される
(サラエヴォ畜産市場)

写真 2 羊，200-300頭程度が l回で売賀される
(サラエグォ畜産市場)

れたのは，イスラム教の犠牲祭注4)の直前で、あった。

売買される家畜は，ボスニア・ヘノレツェゴピナ全土

から集まっているが，家畜を購入するためにセルピ

ア，クロアチア等からも多くの人が集まっていると

のことで、あった。市場関係者からの聞き取りで興味

深かったのは， rスレブレニツァに畜産市場を作る

なら買いに来る人の8割から 9害IJはセノレビアから来

るのではないか」という点で、あった。

加えて，市場関係者から家畜取引業者を紹介して

頂き話をうかがうと共に，その方の経営する肉牛牧

場，精肉庖，レストラン等を訪問した。

彼自く，家資取引業者は個人経営的な業者が全て

であり，会社組織を持つような大手業者は存在しな

い，また同業組織，組合等も存在しないとのことで

あり，報告者は開業者ギルドのような組織が存在す

注 4)パイラムもしくはコルパニー ・イード，家畜を屠殺し神
に奉げる。2007年は 12月 20日。
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写真 3 建設中の畜産市場①
(12月 14日撮影(スレブレニツァ畜産市場)) 

写真 4 建設中の畜産市場②
(12月 14日撮影(スレブレニツァ畜産市場)) 

るのでは，と考えていたところ意外であった。

加えて彼の経営する，肉牛肥育を行う牧場を訪問

したが，非常に近代的で日本の農家と比べても遜色

はなかった。飼料を見るとサイレージ等も給与され

ており自家製か否かを問うと，ビエリエリナ市の飼

料会社から購入しており，飼育に関する指導もその

会社から受けているとのことで、あった。

4.ボスニア・ヘルツヱゴピナの
畜産分野における今後の課題

① 畜産一般

スレブレニツァの農業を見ると畜産はその中心

を成しており，この分野に対する需要は大きいと考

えられる。ただ，聞き取り調査や観察の結果から考

えると，畜産の技術について地元農民は十分に畜産，

とくに羊など、については知識を持っており，報告者
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が学ぶ事も多々あった。もちろん，すでに指摘した

通り，日本の畜産の現状と照らし改善すべき点は

多々あるかもしれないが，スレブレニツァにおける

畜産を中心とした循環的有機農業における営農体

系の文脈においては，当地の農民が行っている畜産

の技術は極めて合理的である。

もちろん，当地の農民も従来通りの在来技術のみ

でら営農を行っている訳でなく，たとえば前述した通

り UNDPがボスニアック系帰還難民に支給した近

代的なめん羊舎であるがこれなどは報告者の目か

ら見ても立派なものであり ，まさに畜産の教科書通

りのもので、あった。との畜舎はセルビア系農民には

配布されていないのだが， 一部セルビア系農民にお

いてはこれを模倣，自ら建設している例が散見され

た。つまり，当地の農民はそれが自身に有益である

と判断すれば自分自身で新しい技術を取り入れる

能力を持っているのである。

また，導入すべき新技術は，スレブレニツァの山

村には無くてもボスニア・ヘルツェゴビナ圏内やセ

ノレビア，クロアチア等の周辺諸国には存在する。

② 畜産物 流 通

ボスニア・へノレツェゴビナにおける，畜産物流通

なかでも家畜の売買についてであるが，ボスニア・

へ/レツェゴビナにおいては，家畜売買については，

家畜売買等に関する法律が定められており，獣医師

の発行する家畜の健康証明，売買証明，移動証明等

の書類が揃わなければならない。しかし，すでに述

べた通り農家を直接訪れる家蛮商と農家の取引に

おいては，往々にして無視されることが多いよヨで

ある。

スレブレニツァで生産される畜産加工品，つまり

乳製品，肉製品やワール等の品質は報告者の目から

見てもなかなか品質の良いものである。しかしなが

ら，家畜の売買がままならないのと同様に，畜産加

工品も外部に販売できずにほとんどの農家におい

て自家消費用のみに留まっている。

家畜および加工品等が売れないのは，その品質が

問題になっているのでは無く，品質は良いが売り先

が無い，つまりマーケットへのアクセスが容易では

無いという点である。

その原因としては，山間部においては集落から主

要幹線道路までの道路整備がなされていないため

に輸送コストが嵩む，畜産物の一軒当たりの生産量

が少ない，スレブレニツァ周辺に消費市場が無い，

等の理由が考えられるが，何よりも大きな原因は|日

ユーゴスラピア連邦の解体により域内の家畜等も

含む物資の移動に制限が出来たことである。それと

は，裏腹に乳製品等においては旧ユーゴスラピア域

内の先進地域であるスロベニアやクロアチアの資

本の商品がボスニア・へノレツェゴビナ圏内でも大き

なシェアを占めており，最近開始されたボスニア・

ヘルツェゴビナの EUへの加盟交渉を含めた近隣諸

国との通商交渉については今後も注視する必要が

ある。

また，サラエヴォ近郊の畜産市場の状況を見るに，

畜産市場が家畜そのものだけでなく農民が生産し

た畜産加工物や農機具等々の市場になっているこ

とも注目に値する。したがって，畜産市場の果たす

役割は大きく，現在スレブレニツァで建設されてい

る畜産市場はその運営の知何によっては，地域の家

畜，畜産加工物の売買における一大集積地となり地

域経済に与えるインパクトは非常に大きいであろ

う。実際に，農村での聞き取りにおける畜産市場へ

の期待度はなかなかに大きいものがあった。また，

マーケッ トにおける家畜の売買を通し，ボスニア・

ヘルツェゴビナにおけるセルピア系とボスニアッ

ク系の交流の促進のみならず，隣国セルビアを巻き

込んだ経済交流のきっかけが出来ればさらに理想

的であろう。

③ 家畜衛生

スレブレニツァの家畜衛生については，住民の家

畜衛生に関する知識，認識という意味では報告者が

以前滞在したバングラデシュなどに比べれば雲泥

の差があり，住民の教育水準の高さを感じさせられた。

しかしながら，スレブレニツァにおけるブノレセラ

病の蔓延を見ても，行政による家畜伝染病の不備は

明らかである。ブ、ルセラ病に限らず，その蔓延が大

きな問題となる鳥インフルエンザについても真偽

の程は定かではないものの数年前にその発生がス

レブレニツァで噂されたことがあったことも含め，

家畜伝染病の適切なコントロールを行うことはボ

スニア ・ヘルツェゴビナ一国のみならず，家畜の移

動が旧ユーゴスラピア連邦内で多く見られるとこ

ろ，地域的な問題として検討されるべきであり，畜

産分野におけるドナーの支援が必要となってくる

分野であると考えられる。
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また，ボスニア ・ヘルツェゴビナ政府は EU加盟

を国家の最優先課題のーっとしており .2005年 11

月に EUがボスニアとの安定化連合協定締結交渉の

開始を承認し，ボスニア ・へ/レツェゴビナは EU加

盟を目指して圏内の諸改革に取り組んでいる。家畜

衛生の諸基準に関しでも EUの基準に照ら した制度

の整備が重要になってくる。そのためには先進国ド

ナー，とくに EU諸国による支援も必要であるが，

旧ユーゴスラ ビア連邦内で先駆けて EU加盟を果た

したスロベニア等の先例を検討する等の対応も必

要となってくる。また.EU加盟を終え，被援助国

から「卒業」を果た したルーマニア等近隣諸国との

協力関係の構築も重要である。

5. ま とめ

ボスニア ・ヘルツ土ゴビナの畜産分野の振興を考

える場合に留意すべきは，通常の開発プロセスと異

なり ，まずは戦前の状態への リハビリがあり，その

うえで，通常の開発プロセスに移行すると いう，ゼ

ロでは無くマイナスからのスター トと言う点で、あ

る。そのような中でまず進めるべきは，基本的な農

業を取り巻くインフラ，荒廃した放牧地の復旧や内

戦で激減するに至った家畜の頭数の復旧などが必

要だと考えられる。

しかし，この種の支援は国際機関等のドナー機関

の例を見ると ，内戦の被害者たるボスニアック系に

集中しており 地域の単位で見た場合には，バランス

を欠きセルビア系においては不公平感を持つこと

になり ，新たな民族問の不和の原因ともなっている。

そのため，民族間のバランスをも考慮、した支援が必

要となってくる。このような配慮は従前の技術協力

においては， 馴染みの無い要素であるがボスニア ・

ヘルツェゴビナのみならず，紛争後地域における援

助が増えている昨今において欠いてはならない視

点であると考えられるだろう。

おわりに

最後に，今回報告者が派遣されるに当たってご尽

力頂いた JICA本部関係者，バルカン事務所および

任地での活動に係り大変なご助力を頂いた大泉泰

雅専門家，スレブレニツァの人々に感謝の言葉述べ，

本報告を終えたい。
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