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俳優と思われたり セ ルフィーに応じ
たり …同行記者が報告しま す
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続きから 読む

■特派員リポート 喜田尚（ウィーン支局長）
首都プリシュティナ中心部の大通り。ビルの
外壁に掲げられた、笑顔の ビル・クリントン
元 米国大統領 の巨大ポスターはかなり色あ
せていた。
旧ユーゴ スラビア連邦内の共和国 自治州
だったコソボが セルビア からの独立を宣言し
コソボ議会で昨年２月、大統領選の投票を妨害しようと
野党議員が議場内で催涙ガスをまいたため、ガスマス
クをかぶって待機する保安職員ら＝ＡＰ

たのは２００８年２月だ。すでに９年半が過ぎ

PR
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た。この６月に３度目の総選挙が行われたが、

ソニーがデザインで挑む。

どの政党連合も過半数を得られなかった。し

４Ｋ有機ＥＬテレビ“ブラビア”
が叶えたテレビの理想形

ばらくは新政権発足の見通しがつきそうにもな
い。

アンケートでセサミン
税抜４２００円が税抜１０００円に

７月、独立後に欧米や国際機関との交渉に
関わった元政府幹部を訪ねた。彼は「まるで バルカン 半島のテリーザ・メイだよ」と肩をすくめ
た。テリーザ・メイとは、コソボの総選挙と同じ時期に政権基盤を固めようと総選挙に打って出た

実は…わが家を売りました

英国の首相の名だ。メイ首相の与党・ 保守党 は、よもやの過半数割れに至った。元幹部はそれ

24年前に買った家でも、4,380万円
で売れた。家を高く売るにはコレ→

を例えに、自ら総選挙に打って出て失敗した前与党・コソボ 民主党 の判断を皮肉ったのだっ
た。
コソボの選挙も、英国に負けず劣らず唐突だった。
コソボの政権は、 自治州 首相として独立運動を率いたハシム・サチ氏（現大統領）らのコソ
ボ 民主党 が中心となった独立以降、一貫して担ってきた。サチ氏も、ほかの幹部の多くも、１９９

朝日新聞とマイナビ転職がタッグ組む
厳選した求人情報をお届けしま す！

国公立大学への進学希望者必見！
1 3 大学の未来がわかる「 進学のすすめ」

０年代末の武力紛争を戦った武装組織「コソボ解放軍」の出身だ。
朝日新聞国際報道部 公式ツイッター
その党が５月、野党の不信任案に賛成し、自らが支えてきた政権を突然崩壊させた。
理由は、議会の行き詰まりだった。
欧州連合 （ＥＵ）はコソボに対して、 セルビア との関係改善協議を進めることを最重要課題の
一つとして求めている。 セルビア が将来のコソボのＥＵ加盟を妨げないことや、コソボが国内の
セルビア 系少数派住民のための自治組織を設立させることなどで、１３年と１５年の２度にわた
って合意した。だが、コソボ議会ではかつての支配国に対する国内の反発から実施に必要な法
案審議が進展しないままだ。

ツイート

@asahi_kokusaiさんの

朝日新聞 国際報道部さんがリツイートしま
した
武田 肇 / Hajimu Takeda
@hajimaru2
韓国、北朝鮮への圧力強化 ＴＨＡＡＤ追加配備も
協議へ：朝日新聞デジタル
asahi.com/articles/ASK7Y…
韓国、北朝鮮への圧力強化…

さらにＥＵは、ＥＵ域内に入るコソボ国民のビザ免除の条件として、コソボと隣国モンテネグロと

韓国の文在寅（ムンジェイン…

の国境画定を求めている。これも政府間ではとっくに合意に達したのに、議会が「領土を売り渡し

asahi.com

た」などとの反発して批准の見通しがたたない。

11時間

総選挙はこの行き詰まりを打開することが狙い、とされた。
埋め込む

Twitterで表示

だが前倒し選挙の結果、コソボ 民主党 所属の議員はほぼ半減。代わりに議席を倍増させ、単
独政党としてトップに立ったのは「 自己決定 」という名の新興野党だった。 セルビア との和解協
http://digital.asahi.com/articles/ASK7W4TVTK7WUHBI00Z.html?rm=430

※Tw i tterのサー ビスが混み合っ ている時など 、ツイー
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議やモンテネグロとの国境画定合意にことごとく反対し、議場に 催涙ガス をまくなど過激な方法
で審議をストップさせてきた党だ。
コソボ 民主党 を中心とする３党の政党連合は、政党連合としては最多の議席を得たが、過半

ト が表示されない場合も ありま す 。

asahi_kokusai
朝日新聞国際報道部

数にははるかに及ばなかった。政権につけるかどうか、総選挙から１カ月半たった今もはっきりし
ない。

アク セ スラ ン キン グ

も っ と見る

読ま れて いま す

元政府幹部がコソボ 民主党 の失敗をメイ英首相にたとえたのは、同党が民意を読み誤ってい

昨日のトップ５

【速報中】大阪桐蔭×履正社 大阪桐蔭リー
ドで９回突入

たと見るからだ。

「湯～園地」ほんとに実現 資金募り３日間
限定 大分

コソボで最多の発行部数の新聞「コハ・ディトーレ」の女性論説委員長ブリケンダ・レジェピさん
は「コソボの国民は、独立を支援してくれた国際社会に今も感謝している。ただ同じように感謝し

大阪の公立校、１９年ぶりの決勝進出 大
冠、上宮を破る

ていても、以前とは違う考え方をするようになった」と話す。

大阪で選抜決勝再び 球場で夜明かすファ
ン、開門前倒し

９０年代の紛争で、 セルビア 共和国が主力の新ユーゴスラビア連邦 治安部隊 がコソボの多
数派、 アルバニア 系住民を弾圧した。米国を中心とする 北大西洋条約機構 （ ＮＡＴＯ ）が人道

日野原さん葬儀、皇后さまも弔問に 遺族ら
に声かける

介入に踏み切り、空爆の結果、新ユーゴ 治安部隊 が撤退。コソボは９９年、国連暫定統治下に
入った。もっとも、 国連安保理 の協議では セルビア やその後ろ盾となったロシアの抵抗で最終
的な地位は決まらず、一方的な独立宣言に踏み切った。

ソ ーシャ ル ラ ン キン グ

国際的に異論が残る中で独立に進んだコソボにとっては、米国やＥＵが大きな支えになった。コ
ソボは今も、警察や司法の面でＥＵの支援を受けている。
独立後のコソボ 民主党 は国連、ＥＵなどの国際機関や支援国が求める正常化のための政策
を実施していく役割を負った。コソボ 民主党 が今回の総選挙で政党連合を組んだ他の２党も、
コソボ解放軍に源流を持つ。レジェピさんは「党幹部には、『独立を勝ち取ったのは我々だ』という

フェイスブック

も っ と見る
はてなブックマーク

1

脳性まひの女性が詩集発売

2

朝鮮学校の無償化、国が敗訴

1853

3

国内最古級のやりがんな出土

1681

Facebook

記者ペー ジ

Twi tter

2972

自分たちの正統性と、背後にある国際社会の存在を強調しようという計算があった」と見る。
「だけど、それが失敗だった」

注目コンテンツ

ご 案内

【＆BAZAAR】

コソボを国家承認した国は、今では１１０を超えた。昨年 国際サッカー連盟 （ ＦＩＦＡ ）にも加盟
が認められ、Ｗ杯の予選に参加した。国際的な認知は広がっている。だが、 旧ユーゴ の７カ国

新宿、真夏ファッションレポ
お手本にして ！爽やか夏コーデ

のうちでも経済開発が最も遅れ、１人あたりの 国民総所得 は最低。あちこちで建築工事が進む
プリシュティナの光景とは裏腹に、失業率が３５％近くと極めて高い。
何よりも、有権者の多くが、コソボ 民主党 は長く政権を担ったことで国際社会の支援と癒着
し、腐敗したととらえているという。

【＆TRAVEL】

昭和レトロを感じる
東急池上線の沿線たび

【＆M】

ビットコインに迫る！

予想を超えて大躍進した新党「 自己決定 」について、かつてコソボ解放軍の報道官やコソボ

暗号通貨イーサリ ア ム とは？

民主党 の幹部などを歴任したヤクプ・クラスニチ元議会議長は「彼らは政権に対する若い人々
の不満をうまくすくい上げ、大成功を収めた」とし、政権に対する有権者の批判の受け皿になった

【＆ｗ】

ことを認める。

さだまさしのキッチン
長崎詩島の別荘で 〈 ＰＲ 〉

「 自己決定 」のメンバーは、他の政党に比べ圧倒的に若い。今回の選挙戦では、腐敗批判や
社会保障 、政治改革に力を入れた。だが一方で、国内政治への外国の介入を拒否し、 セルビ

ブック・アサヒ・コム

ア との関係改善協議の停止を訴える。暴力的な 議事妨害 を続けたことから、外国メディアの報

「政治家の言葉」を考える

道ではすっかり「危険な 民族主義 政党」として定着した。

保阪正康×斎藤美奈子対談

「欧州の火薬庫」と呼ばれる バルカン 半島。 セルビア とコソボの和解を「安定の要」と位置づ
けるＥＵにとっては脅威だ。ＥＵのモゲリーニ外交安全保障上級代表は今月上旬、急きょブリュッ
セルでサチ氏と セルビア のブチッチ大統領を引き合わせ、今年２月以降途絶えたままになって
いる協議を再開することを約束させた。コソボの選挙結果に対するＥＵの危機感の表れだ。

WEBRONZA

ルイ14世とんでもない秘密!?
月組公演『 Al l fo r On e 』

アエラスタイルマガジン

真夏のアイウェア

選挙で「 自己決定 」から当選を果たした議員たちに会ってみることにした。
ミタヘル・ハスクカ議員（４３）は、開口一番「我々は 民族主義 者じゃない」と話した。 アルバニ

ビジ ネス シ ーンの新定番！

T JAPAN

ア 系住民が圧倒的多数を占めるコソボでも、人口構成が複雑な地域の出身。母親はトルコ系

ロシアという新しいモード

で、学校時代の友達はロマ系住民が多かったという。

ソビエ ト時代の記憶を投影

「コソボに暮らす、すべての民族が共存すべきだというのが我々の考え。 セルビア との協議に
反対しているのは、 セルビア 系住民の自治に反対しているからではない。彼らの自治について
http://digital.asahi.com/articles/ASK7W4TVTK7WUHBI00Z.html?rm=430

ハフポスト日本版

第一次大戦開戦から103年
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彼らと直接話さず、 セルビア 政府と協議しているからだ。 セルビア 系住民もコソボの国民なの
に」

カラー写真で よみがえ る、 史上初
「 総力戦」 の悲劇

ハスクカ議員によると、「 自己決定 」の母体は、国連の暫定統治下で、欧米や国際機関に頼っ
た独立交渉に反対したグループだという。「『 自己決定 』という党名がわれわれの基本姿勢その
ものだ」と何度もくり返した。

最新アドテク活用特集
交通費負担、昼食、お土産付き！研究所見学ツア
ー

欧州統合 反対派であることも否定した。

「路線価」の基礎知識と今から始める相続対策

「我々は、コソボの将来は 欧州統合 にあると考えている。しかし、だからといってＥＵが言って

羽田空港の国際線増便で、より便利になります

いることに異議を唱えないということにはならない」
いま、大学をどう選ぶか【大学力2017】

もう１人、プリシュティナで会ったドゥカギン・ゴラニ議員（５１）は元ジャーナリスト。サチ氏ととも

ＭＢＡ、夢じゃない 社会人大学院

にコソボ解放軍の政治部門にいた。首相だったサチ氏の安全保障顧問として政権にかかわった
現役女子大生が話す理工学の魅力と大学生活

という。だが、昨年「 自己決定 」に加わり、６月の総選挙で初当選した。
政治的転向の理由を尋ねると、「独立からこれまでの間にサチ氏が作り上げたのは、ビジネス
のつながりと縁故主義の上に成り立つ、外からは入り込めない巨大な政治的構造物だ。私はそ
の一部でいたくなかった」と非常に難解な答えが返ってきた。

高校野球応援プロジェクト、応募受付中！！
【関西】リフォームのカタログ無料プレゼント
九州・山口・沖縄の大学力2017

２人とも、なめらかな英語を操った。ゴラニ議員は「『 自己決定 』には国際派が多い」と胸を張
った。

☆この夏訪れた大学がきっと志望校になる！☆
神戸女学院に聞く「子供達に必要な力」

選挙戦で有権者に示された マニフェスト には、成長のための投資、 社会保険 制度、医療制

夏は海外という方にぴったりなカードのご紹介

度の充実、農業補助増額、教育改革、貧富拡大を是正する税改革、 国民投票 法の制定といっ
今ならギフトカードプレゼント！マイナビ独立

た威勢のいい言葉が躍る。

働き方・就活

「 自己決定 」という言葉がコソボの人々を魅了する。その背景には、既成政治に飽き、「国際
社会や 既得権 層がすべてを決め、自分たちは何も決められない」といういらだちがあるようにみ

転職情報

朝 日 求 人 ウ ェブ

える。
動画
人口１８８万、国土は 岐阜県 ほどの広さの小国コソボ。その政治も、欧州の今を映し出してい
る。
◇
喜田尚（きだ・たかし） ウィーン支局長。１９８５年入社。社会部、モスクワ支局、ローマ支局、

大阪・天神橋筋に「ギ
ャ ルみこ し」

秒読み、極限の一手

ヒグマ、ク ジ ラ にか
りつく 知床

国際報道部、機動特派員などを経て２０１２年１０月から現職。
写真

フ ォ ト ギ ャ ラ リー

写真地球儀

関 連 ニ ュ ース
特派員リポート 記事一覧

フ ジ ロック １７が開幕
PR情報

百舌鳥・古市古墳群

はじける夏！ギ ャ
みこ し

朝日新聞とマイナビ転職が厳選した求人情報をお届けします！
【マイベストプロ神奈川】神奈川で活躍する専門家を探せるWebサイト

トッ プ ニ ュ ース

朝日新聞デ ジ タルのト ップ ペー ジ へ

枝野氏、事実上の立候補表明 民進代表選「責任背負う」 (14:39)
ロッテ「謎の魚」国内外で話題 ３０日に何かが起こる？ (12:26)
やせ細った少年「仕事をください」 苦境のシリア難民 (15:27)
トランプ氏「極めて無謀」 北朝鮮ミサイル発射を批判 (13:50)
女子高校生、地域で違う「おしゃれスカート丈」全国調査 (10:17)
ほんとに実現！

中川俊直衆院議員、地元で不倫を謝罪 議員活動継続表明 (13:47)
【速報中】大阪桐蔭×履正社 大阪桐蔭リードで８回裏へ

http://digital.asahi.com/articles/ASK7W4TVTK7WUHBI00Z.html?rm=430
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