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平成２５年８月 

在ブルガリア日本国大使館 

概観 

【政治・社会政治・社会政治・社会政治・社会】 

・反政府の抗議行動は７月も継続して行われ，８日には独大使及び仏大使によるブルガリアの政治

状況に関する共同声明が発表されるなどの動きが見られた。 

・２３日夜，４０日目を迎えた抗議行動では，初めて抗議者と警官が衝突した。 

 

【経経経経    済済済済】 

・２９日，国家エネルギー・水規制委員会は，８月１日からの電力料金の約４％引下げを決定した。 

・３１日，国民議会は，今年度予算改正法案の枠組を第二読会で可決した。 

 

この月報はブルガリア各種メディアの報道ぶり等をとりまとめたものであり，在ブルガリア日本大使館の意見や判断を反映するもので

はありません。 

政治・社会 

１． 内政 

（１）抗議行動に関する動き 

◆抗議行動◆抗議行動◆抗議行動◆抗議行動    

�６月１４日のペエフスキ議員の国家保安庁長官

選出がきっかけとなり発展した反政府の抗議行動

は７月も継続して行われ，７月上旬には国民議会

の前に抗議者によるテントキャンプが設営された。

一方，オレシャルスキ政府を支持する集会も継続

して行われている。 

�１８日朝，３５日目を迎えた反政府の抗議行動

では，抗議者が鷲橋，ソフィア大学，ミリタリー

クラブの交差点を含むソフィア市中心部を封鎖し

た。これまで市の中心部の封鎖は夕方のみ行われ

ていた。また，抗議者は国民議会の入り口を封鎖

し，議員が入るのを阻止しようとした。同日，内

務省は１４名を逮捕したと発表した。なお，１８

日は国民的英雄であるヴァシル・レフスキの生誕

１７６周年記念日だった。 

�２３日夜，４０日目を迎えた反政府の抗議行動

では，ソフィア市で初めて抗議者と警官が衝突し

た。午後７時頃，国民議会の周辺に集合していた

抗議者は，予算改正案の審議が行われている国民

議会の建物を封鎖し，ストイネフ経済大臣，アデ

モフ労働大臣，チョバノフ財務大臣，多くの議員，

報道記者を含む総勢１０９名が建物の中に閉じ込

められた。午後１０時頃，国家治安警察が閣僚等

を国民議会の外に連れ出すためにバスで接近しよ

うとした際，抗議者と警官が衝突し，１０数名が

負傷した。重傷者は報告されていない。 

�２４日午前２時，抗議者はゴミ箱や道路標識，

鋪装石で封鎖を強化し，国民議会から車が立ち去

れないようにした。１０時間近くの包囲の後，抗

議者集団が分散し始め，閣僚等は厳重な警備の下，

建物を立ち去った。 

�２４日，プレヴネリエフ大統領は声明を発表し，

「対決や報復は国家の安全を脅威にさらすことに

なる。自分は国家が危機から脱するためにいかな

る努力をする用意がある。昨夜，我々は民主主義

的な抗議行動とは言えない光景を目撃した。自分

は，暴力は正当化されないと固く信じている」と

述べた。また，ＢＳＰのスタニシェフ党首は，党

本部の特別記者会見で，「ＢＳＰは政治的対話，議

会及び政府の効率的運営を確保するためにあらゆ

ることを行うつもりである」と述べるとともに，

「昨夜の抗議行動の背後には明確なシナリオがあ
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る。ボリソフＧＥＲＢ党首の行動を見れば，誰が

利益を得るかは明らかである」と述べた。ＧＥＲ

Ｂのボリソフ党首は，政府が抗議者を厳しく取り

締まったことを強く批判し,政府は即時総辞職す

べきであると主張した。 

�同日，欧州委員会のオリヴィエ・ベイリー報道

官は，欧州委員会はブルガリアでの出来事を注視

している，欧州委員会はブルガリアの内政事情を

尊重しており，更にコメントするつもりはない，

と述べた。 

（注：８月の国民議会の夏期休会中は,通常の抗議

行動は一時中断する見通しとなっている） 

 

◆仏大使及び独大使による共同声明の発表◆仏大使及び独大使による共同声明の発表◆仏大使及び独大使による共同声明の発表◆仏大使及び独大使による共同声明の発表    

�８日，フィリップ・オーティエ仏大使及びマテ

ィアス・ヘフナー独大使はブルガリアの政治状況

に関する共同声明を発表し,政治家に対し市民の

要求に注意を払うよう促した。また,オリガーキ

ー・モデルはＥＵ加盟国と相容れない,と指摘し,

ブルガリアをＥＵの価値観や法の支配に導くとい

うプレヴネリエフ大統領の表明を歓迎した。両大

使の共同声明発表後,オランダ,ベルギー等の大使

も同様に民主主義を支持する発言を行った。 

�１４日及び１７日，反政府の抗議者の一部が仏

大使館前，独大使館前にそれぞれ集合し，共同声

明を発表した独仏両大使に対して謝意を表明した。 

�２２日及び２５日，独仏両大使の共同声明に反

対するオレシャルスキ政権支持者の代表数名が,

仏大使館でオーティエ仏大使と，独大使館でヘフ

ナー独大使とそれぞれ面会した。オーティエ仏大

使は，「市民社会の様々な意見に関心があり，それ

らを理解したいと考えている。そのため，この機

会に抗議者の意見を聞くことにした」と述べた。 

 

（２）政府の動き 

◆◆◆◆利害対立防止・調査委員会委員長を利害対立防止・調査委員会委員長を利害対立防止・調査委員会委員長を利害対立防止・調査委員会委員長を職権濫職権濫職権濫職権濫

用の容疑用の容疑用の容疑用の容疑で起訴で起訴で起訴で起訴    

�１７日,検察当局はフィリップ・ズラタノフ利害

対立防止・調査委員会委員長を職権濫用の容疑で

起訴した。警察が発見した同委員長のノートには,

特定の事案をどのように進めるかの指示や注意が

書き込まれていた。プレヴネリエフ大統領,トライ

コフ元経済大臣等が関与する事案についての記載

も含まれていた。 

�１８日,ソフィア市裁判所はズラタノフ委員長

を免職する決定を行った。 

 

◆国家保安庁の◆国家保安庁の◆国家保安庁の◆国家保安庁の新長官選出新長官選出新長官選出新長官選出    

�１９日，国民議会は国家保安庁（ＳＡＮＳ）の

新長官として，ヴラディミル・ピサンチェフ長官

代行を選出する議決を行った。長官職は，６月１

９日に国民議会がデリヤン・ペエフスキ議員の選

出決議を無効とする決議を行って以降，空席とな

っていた。 

 

◆◆◆◆オレシャルスキ政権の新政策案オレシャルスキ政権の新政策案オレシャルスキ政権の新政策案オレシャルスキ政権の新政策案    

�２６日，オレシャルスキ政権の新政策案が発表

された。新政策案は，経済回復及び企業振興，雇

用，結束及び社会公正，独立国家としての地位の

強化，の３つの章から成る。なお，これまでの政

策の中で継続されるものは，カレンシー・ボード

制，金融システムの安定性，欧州及び欧州大西洋

との統合，輸送インフラ開発である。一方，新た

な政策は，より積極的な貧困対策，雇用創出のた

めの政策全体の見直し，金融分野における規制の

強化，反トラスト政策，そして，欧州及びブルガ

リアの外交政策における国益の追求である。 

 

（３）国民議会の動き 

◆憲法裁判所がＧＥＲＢの選挙無効の訴えを◆憲法裁判所がＧＥＲＢの選挙無効の訴えを◆憲法裁判所がＧＥＲＢの選挙無効の訴えを◆憲法裁判所がＧＥＲＢの選挙無効の訴えを

棄却棄却棄却棄却    

�９日，憲法裁判所は，ＧＥＲＢの議員による国

民議会総選挙無効の申立てを退けた。ＧＥＲＢは

憲法裁判所に対し，選挙前日の「熟考の日」にコ

スティンブロッド市の印刷所で余剰の投票用紙が

押収されたとの情報が発表されたことに関し，重

大な違反があったと主張していた。法律によると，

選挙前日の「熟考の日」は政治的な運動は禁止さ

れている。しかし，憲法裁判所は，選挙結果が操

作されたと判断するほどの重大な違反は見つから
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ず，選挙は有効であるとの判決を下した。 

 

◆ＧＥＲＢの議会復帰◆ＧＥＲＢの議会復帰◆ＧＥＲＢの議会復帰◆ＧＥＲＢの議会復帰    

�２２日，ＧＥＲＢのボリソフ党首は記者団に対

し，ＧＥＲＢは予算改正案の議決のため議会に復

帰する，と発表した。同党首は，予算改正案は選

挙法改正よりも重要であることから議会に戻るこ

とにした，ＧＥＲＢは予算改正案を阻止するつも

りである，と述べた。 

 

◆◆◆◆国民議会の夏期休会国民議会の夏期休会国民議会の夏期休会国民議会の夏期休会    

�３１日，国民議会は夏期休会を承認した。３２

日の休会となる。夏期休暇前の最終開会日は８月

２日であり，再開は９月４日となる。 

 

（４）事件関連 

◆◆◆◆年金ファンドの譲渡問題年金ファンドの譲渡問題年金ファンドの譲渡問題年金ファンドの譲渡問題    

�１６日，ウィーン・保険グループＡＧ（ＶＩＧ）

は，間接的に保有するブルガリアの年金ファンド，

ドベリエの９２％以上の株式をユナイテッド・キ

ャピタル公開有限会社に譲渡する交渉が完了した

と発表した。ドベリエはブルガリアの主要な年金

ファンド会社であり，２０１２年末時点で出資者

は１２５万人以上，管理資産は１８億レヴァとな

っている。譲渡を受けるユナイテッド・キャピタ

ルは英国本籍であるが実態はオフショア所有とな

っており，本取引の透明性の欠如に対する懸念が

指摘されている。なお，株式の譲渡にはブルガリ

アの規制機関による承認が必要となっている。 

 

◆◆◆◆証拠妨害容疑によるツヴェタノフ元内相の証拠妨害容疑によるツヴェタノフ元内相の証拠妨害容疑によるツヴェタノフ元内相の証拠妨害容疑によるツヴェタノフ元内相の

起訴起訴起訴起訴    

�３１日，検察当局は，ツヴェタノフ元内相がヴ

ェリコ・タルノヴォ市の地方組織犯罪対策局の元

局長に対する捜査において，特別捜査機器の使用

承認を拒否し証拠収集を妨害したとして，同元内

相を起訴した。同元内相は無実を主張している。 

 

（５）政党の動き 

◆ＵＤＦの新党首選出◆ＵＤＦの新党首選出◆ＵＤＦの新党首選出◆ＵＤＦの新党首選出    

�６日，民主勢力同盟（ＵＤＦ）は第２１回全国

会議を開催し，ボジダル・ルカルスキ氏が新党首

に選出された。同氏はこれまでＵＤＦの管理評議

会の議長を務めていた。また，同会議では，政府

の総辞職と総選挙を求める政治声明を採択した。 

 

◆ＧＥＲＢ◆ＧＥＲＢ◆ＧＥＲＢ◆ＧＥＲＢ内部内部内部内部の動きの動きの動きの動き    

�７日，ミロスラフ・ナイデノフ元農業大臣，エ

ミル・ディミトロフ元議員，イヴァン・ペトロフ

元議員等のＧＥＲＢ党員は，党員資格を一時停止

し，新しい政治組織を設立するとの声明を発表し

た。この動きに対し，ボリソフ党首は，新組織の

幸運をお祈りする，ＧＥＲＢを設立したのは自分

であり，自分以外の誰も党組織を支配することは

できない，と述べた。 

�１５日，ＧＥＲＢのハスコヴォ市選出の元議員

４名全員が離党した。そのうちの一人，イヴァン・

ペトロフ元議員によると，他にも１００名の党員

が当地域から離党の意思を示している。また，同

日，スヴィシュトフ市の党員３７名が離党した。 

 

◆改革派ブロック（◆改革派ブロック（◆改革派ブロック（◆改革派ブロック（右派）の動き右派）の動き右派）の動き右派）の動き    

�９日,ＤＳＢとＵＤＦの両党が「改革派ブロッ

ク」ついて協議を開始することが報じられた。同

ブロックはＤＳＢ，「市民のブルガリア」,「自由

と尊厳」,Blue Unity,その他政党から成る。 

�３０日，ＵＤＦが改革派ブロックに近日中に参

加することが判明した。 

�３１日，ＧＥＲＢのトライチョ・トライコフ元

経済大臣が同ブロックに参加することが明らかと

なった。 

 

◆ＢＳＰとＧＥＲＢ◆ＢＳＰとＧＥＲＢ◆ＢＳＰとＧＥＲＢ◆ＢＳＰとＧＥＲＢ    

�１４日，ＧＥＲＢのボリソフ党首はTVインタビ

ューで，「政党間の争いを終わらせる時である。今

は席につき，国家の優先事項について合意する時

である」と述べ，ＢＳＰ，ＭＲＦと対話する用意

があることを表明した。 

�１６日，ＢＳＰのスタニシェフ党首は，同党は

公の場，すなわち議会においてボリソフ党首と対
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話する用意がある，ボリソフ党首はまずＧＥＲＢ

議員の国民議会ボイコットをやめなければならな

い，と述べた。 

 

◆新しい左派の動き◆新しい左派の動き◆新しい左派の動き◆新しい左派の動き    

�１６日，２０１０年に新しい市民の「運動２１」

を開始した元ＢＳＰ幹部のタチアナ・ドンチェヴ

ァ氏は，今秋に新しい左派政党を結成する予定で

ある，と発表した。同氏は，「新党はオリガーキー・

モデルの支配に反対する左派イデオロギーの人々

を統合するために結成される。我々は左派の人々

の考えを代表していない現在のＢＳＰ指導部及び

政治家との関係を終わらせたい」と述べた。 

 

◆◆◆◆ＢＳＰ党大会の開催ＢＳＰ党大会の開催ＢＳＰ党大会の開催ＢＳＰ党大会の開催    

�２７日，ＢＳＰはブルガリアにおける共産主義

運動開始１２２周年記念を祝う党大会を開催し，

約５万人の党員がスタラ・プラニナ山のブズルー

ジャ山の麓に集合した。スタニシェフ党首，ミコ

フ国民議会議長，マノロヴァ国民議会副議長，議

員，閣僚，パルヴァノフ前大統領等が大会に参加

した。オレシャルスキ首相は都合が付かず欠席し

た。党大会では，ＧＥＲＢ政権と比較しＢＳＰが

何を達成したかが主な議題となった。スタニシェ

フ党首は，過去２ヶ月の困難な状況の中で，現政

府は前ボリソフ政権が４年間で達成したよりも多

くのことを人々のために行った，と述べた。 

 

◆◆◆◆ＧＥＲＢ：来年５月の総選挙実施を主張ＧＥＲＢ：来年５月の総選挙実施を主張ＧＥＲＢ：来年５月の総選挙実施を主張ＧＥＲＢ：来年５月の総選挙実施を主張    

�３１日，ＧＥＲＢのボリソフ党首は，できる限

り早期に総選挙を実施するべきであるとのこれま

での主張を変え，次の総選挙は来年５月に行われ

るべきである，と述べた。同党首は，「１０月に総

選挙を行うには選挙法の改正が間に合わない。来

年５月にはいずれにしても欧州議会選挙で費用が

かかるのであるから，国民議会選挙も同時に行う

ことが望ましい」と述べた。 

 

（６）その他 

◆ポルトニッチ氏がヴァルナ市長に選出◆ポルトニッチ氏がヴァルナ市長に選出◆ポルトニッチ氏がヴァルナ市長に選出◆ポルトニッチ氏がヴァルナ市長に選出    

�７日，ヴァルナ市長選挙の第二回投票（決選投

票）が行われ，ＧＥＲＢのイヴァン・ポルトニッ

チ氏が，ＢＳＰや「市民のブルガリア」等が支持

する独立候補のフリスト・ボゾフ氏を破り，新ヴ

ァルナ市長に選出された。得票率はポルトニッチ

氏が５１．４１％，ボゾフ氏が４８．５９％であ

り，得票差は約２千票であった。投票率は２６．

３６％であり，客月３０日の第一回投票の投票率

２５．６８％に続き低水準となった。 

�８日，ボゾフ氏は選挙に多くの違反があったと

して地方選挙委員会に異議申立てを行った。 

 

◆欧州委員会の口頭報告◆欧州委員会の口頭報告◆欧州委員会の口頭報告◆欧州委員会の口頭報告    

�１８日，欧州委員会は，ブルガリアの司法及び

治安分野に関する最新の口頭報告を行った。口頭

報告は欧州委員会が半年ごとに行うもの。マー

ク・グレイ報道担当官は，「報告では，ブルガリア

の司法改革の発展，独立，説明責任や高潔，組織

犯罪・汚職対策について述べられた。政治状況に

ついてのコメントは行われていない」と述べた。 

 

２．外政 

◆◆◆◆リディントン英国外務閣外相リディントン英国外務閣外相リディントン英国外務閣外相リディントン英国外務閣外相のブルガリアのブルガリアのブルガリアのブルガリア

訪問訪問訪問訪問 

�２日，デービッド・リディントン英国外務閣外

相（欧州問題担当）がブルガリアを訪問し，ヴィ

ゲニン外務大臣と会談した。両者は，ブルガリア

人労働者の受け入れ制限（７年間）の解除に関す

る問題等について議論した。会談後，リディント

ン閣外相は，英国での勤労，職探し，あるいは学

習を目的に英国を訪れるブルガリア人に対する暫

定措置は２０１３年末に解除される予定であると

述べた。同日，リディントン閣外相はオレシャル

スキ首相とも会談を行った。 

 

◆◆◆◆黒海経済協力機構参加国議会会合の開催黒海経済協力機構参加国議会会合の開催黒海経済協力機構参加国議会会合の開催黒海経済協力機構参加国議会会合の開催    

�９日及び１０日，第４１回黒海経済協力機構参

加国議会会合（ＰＡＢＳＥＣ）総会がソフィア市

で開催された。本会合はＰＡＢＳＥＣの２０周年

記念に当たり，ブルガリアの議長国としての６ヶ



 ５

月間の達成結果を評価するものとなった。ＰＡＢ

ＳＥＣ議長を務めるミコフ国民議会議長は開会演

説において，ＰＡＢＳＥＣはその活動を拡大して

おり，黒海地域の政治的及び経済的安定における

重要な要素としての役割を強化し続けている，と

述べた。 

�ＰＡＢＳＥＣは黒海諸国の唯一の国際的経済組

織であり，ＢＳＥＣの議会部分。ＰＡＢＳＥＣは

アルバニア，アルメニア，アゼルバイジャン，ブ

ルガリア，グルジア，ギリシャ，モルドバ，ルー

マニア，ロシア，セルビア，トルコ及びウクライ

ナの１２の加盟国から成る。 

 

◆ヴィゲニン外相：グルジア外相と会談◆ヴィゲニン外相：グルジア外相と会談◆ヴィゲニン外相：グルジア外相と会談◆ヴィゲニン外相：グルジア外相と会談    

�１１日及び１２日，ヴィゲニン外相は国際会議

に出席するため，グルジアのバツミを訪問した。

１１日にはパンジキゼ・グルジア外相と会談を行

った。 

 

◆◆◆◆レディング欧州委員会副委員長のブルガリレディング欧州委員会副委員長のブルガリレディング欧州委員会副委員長のブルガリレディング欧州委員会副委員長のブルガリ

ア訪問ア訪問ア訪問ア訪問 

�２２日及び２３日，ビビアン・レディング欧州

委員会副委員長及び司法・基本的権利及び市民権

担当委員がブルガリアを訪問した。  

�２２日，レディング副委員長はプレヴネリエフ

大統領と会談を行い，「ブルガリアの抗議行動は，

変革の必要性を明確に示している。ブルガリアは

司法制度の改革や組織犯罪・汚職対策について，

より一層努力すべきである。欧州委員会はブルガ

リアの状況を注視している」と述べた。 

�２３日，同副委員長は，欧州の未来について市

民と対話するＥＵ主催の会合に出席した。本会合

にはプレヴネリエフ大統領も出席した。同副委員

長は，オリガーキーと民主主義は敵対しており共

存することはできない,と述べた他，民主主義は自

由なメディアなくして機能することはできない，

と述べた。同副委員長は，市民からの多くの質問

に対応し，約２時間，主にブルガリアの政治状況，

司法制度，汚職，オリガーキー，エネルギー分野

の発展，ＥＵファンドの吸収，メディアの独立に

ついて回答した。 

 

◆◆◆◆ＥＵによるヒズボラのテロ組織指定ＥＵによるヒズボラのテロ組織指定ＥＵによるヒズボラのテロ組織指定ＥＵによるヒズボラのテロ組織指定 

�２２日，ＥＵ外務理事会は，２８全加盟国の合

意によりヒズボラ軍事部門をテロ組織に指定する

ことを決定した。外務理事会は，ヒズボラ政治部

門とは引き続き対話を継続すると述べた。プレヴ

ネリエフ大統領は，ＥＵの決定を歓迎するととも

に，これはＥＵ加盟国とブルガリアのパートナー

国の関係当局による市民の安全を守る共同の努力

の結果であると述べた。 

 

◆◆◆◆グルエフスキ・マケドニア首相とオレシャグルエフスキ・マケドニア首相とオレシャグルエフスキ・マケドニア首相とオレシャグルエフスキ・マケドニア首相とオレシャ

ルスキ首ルスキ首ルスキ首ルスキ首相の実務会合相の実務会合相の実務会合相の実務会合    

�２８日，キュスティンディル市でオレシャルス

キ首相とマケドニアのニコラ・グルエフスキー首

相が実務会合を行った。オレシャルスキ首相は，

ブルガリアはマケドニアのＮＡＴＯ及びＥＵ加盟

を支持する，と述べ，マケドニアとの善隣条約の

必要性を強調し，それに向けた作業が加速するこ

とを希望する，と述べた。グルエフスキー首相は，

会合は友好的で建設的な雰囲気の中で行われたと

述べ，会合への満足を表明した。また，ズラタノ

ヴァ副首相兼司法相とマケドニアのウラディミ

ル・ペシェフスキー経済担当副首相，ヴィゲニン

外相とポポスキ－・マケドニア外相，両国の運輸

大臣，農業大臣の個別の会談も行われた。 

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

経 済 

１．マクロ経済 

◆◆◆◆国家国家国家国家予算の改正予算の改正予算の改正予算の改正    

�１日，チョバノフ財務大臣は，歳入が１０億レ

ヴァ程度不足する危険があるため，早急に予算の

改正を行う予定である，と発表した。 

�１６日，２０１３年度予算改正法案の概要が発

表された。２０１３年の歳入は２．９億レヴァ減
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少し，歳出は２億レヴァ増加する。これにより財

政赤字額は約４．９億レヴァ増加し約１３億レヴ

ァとなり，当初の対ＧＤＰ比１．３％から増加し

２％となる。経済成長率は１．９％から１％とさ

れる。歳入のうち１．６億レヴァは主に国防省や

法務省などが負っている民間部門への債務返済に

充てられる。また，閣僚評議会が１０億レヴァま

で国際市場において新規国債発行を行うことが認

められ，政府債務の上限が２０億レヴァから３０

億レヴァに引き上げられる。 

�２２日，チョバノフ財務大臣は，閣僚評議会は

予算改正法案を承認し国民議会に提出した，と発

表した。同大臣は，「改正予算はマーストリヒト基

準の範囲内に納まる予定である。ブルガリアは依

然として財政赤字の少ないＥＵ加盟国のうちの一

つである」と述べた。また，同大臣は，「前ＧＥＲ

Ｂ政権が財政準備金を使い果たしたため，２０１

３年の予算には準備金がなかった。財政準備金は

過去４年間で４０億レヴァ減少した。加えて,同政

権は同額の債務を作った」と述べた。 

�２５日,予算改正法案の概要が国民議会の第一

読会で可決された。 

�２９日，地方公共団体協会のギンカ・チャブダ

ロヴァ理事は，地方公共団体が民間部門に対して

負っている純債務は１．５億レヴァにのぼり，う

ち７～８千万レヴァは緊急に支払う必要がある，

と発表した。同理事は，予算改正法案は中央政府

の負っている債務だけでなく地方公共団体の負っ

ている債務も考慮すべきである，と述べた。 

�３１日,予算改正法案の枠組が国民議会の第二

読会で可決された。（注：８月１日，２０１３年度

予算改正・補正法案が最終的に国民議会で可決さ

れたが，同月７日，プレヴネリエフ大統領が部分

拒否権を行使し，一部の規定が国民議会に差し戻

されることが発表された。） 

 

◆５月末の財政準備金は５８億レヴァ◆５月末の財政準備金は５８億レヴァ◆５月末の財政準備金は５８億レヴァ◆５月末の財政準備金は５８億レヴァ    

�１日，財務省は，５月末時点の財政準備金は５

８億レヴァとなったと発表した。さらに，年初５

ヶ月間で４，５５０万レヴァの黒字を記録した。

なお，前年同期間の黒字は６，７４０万レヴァだ

った。    

    

◆５月の輸出は９．２％の減少◆５月の輸出は９．２％の減少◆５月の輸出は９．２％の減少◆５月の輸出は９．２％の減少    

�１０日，国家統計局は，５月の輸出額は前年同

月比で９．２％減少したと発表した。なお，過去

数ヶ月，輸出額は増大していた。５月のＥＵ諸国

への輸出は１２．１％減少し，非ＥＵ諸国への輸

出は５％減少した。世界経済の回復が遅れている

ことが主な要因。しかし，年初５ヶ月間の合計輸

出額は年ベースで９．６％の増加となり，１７４

億レヴァに達した。    

    

◆フィッチ：ブルガリアの信用格付は◆フィッチ：ブルガリアの信用格付は◆フィッチ：ブルガリアの信用格付は◆フィッチ：ブルガリアの信用格付はＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢ    

�１５日，格付機関のフィッチ・レーティングス

は，ブルガリアの長期外貨及び自国通貨建て発行

体デフォルト格付け（ＩＤＲ）をＢＢＢであると

発表した。格付け見通しは「安定的」とされた。 

    

◆◆◆◆最低賃金：ブルガリア最低賃金：ブルガリア最低賃金：ブルガリア最低賃金：ブルガリアは中国より低水準は中国より低水準は中国より低水準は中国より低水準    

�１６日の報道によると，ブルガリアの最低賃金

は中国の最低賃金よりも安い。中国の最低賃金は

２６４ＵＳドルである一方，ブルガリアの最低賃

金は今年１月に３１０レヴァに引き上げられたも

のの，現在の為替レートで２０６ＵＳドルである。

ブルガリアの最低賃金は，タイ（２４０ＵＳドル），

マレーシア（２９７ＵＳドル），フィリピン（３２

９ＵＳドル）より低い。なお，これらの比較では

物価水準を考慮していないが，どの国もブルガリ

アより物価水準が低い。    

 

◆年初５ヶ月間の外国直接投資は４５％減少◆年初５ヶ月間の外国直接投資は４５％減少◆年初５ヶ月間の外国直接投資は４５％減少◆年初５ヶ月間の外国直接投資は４５％減少    

�１６日のブルガリア国立銀行の発表によると，

年初５ヶ月間のブルガリアにおける外国直接投資

（ＦＤＩ）は４５％減少した。年初５ヶ月間のＦ

ＤＩは合計約５億ユーロであり，対ＧＤＰ比１．

２％となった。これに対し，前年同期間は９．３

億ユーロであり，対ＧＤＰ比２．４％だった。５

月のＦＤＩは８，５８０万ユーロであり，昨年同

時期と比較し１．３５億ユーロ減少した。 
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�年初５ヶ月間のＦＤＩはオランダ（２．５億ユ

ーロ）からが最も多く，次にチェコ（６，７００

万ユーロ），ロシア（４，５５０万ユーロ）が続く。

また，ドイツ（▲２，９７０万ユーロ），フランス

（▲６５０万ユーロ）などについては，投資回収

の動きが見られた。 

 

◆ブルガリアは◆ブルガリアは◆ブルガリアは◆ブルガリアはＥＵで２番目の低債務国ＥＵで２番目の低債務国ＥＵで２番目の低債務国ＥＵで２番目の低債務国    

�２２日，ユーロスタットの２０１３年第一四半

期の統計によると，ブルガリアの国家債務は対Ｇ

ＤＰ比で１８％であり，ＥＵ加盟国の中でエスト

ニア（対ＧＤＰ比１０％）に次いで２番目に低い。

なお，これは前期比０．６％ポイントの減少，年

ベースでは１．３％ポイントの増加である。 

�対ＧＤＰ比国家債務が一番高いのはギリシャ

（１６０．５％）。年初３ヶ月間の全ＥＵ加盟国の

国家債務は対ＧＤＰ比９２．２％となったが，主

にギリシャ，イタリア（対ＧＤＰ比１３０．３％），

ポルトガル（対ＧＤＰ比１２７．２％）などの影

響による。 

 

◆◆◆◆６月末の外貨準備金は１４５億ユーロ６月末の外貨準備金は１４５億ユーロ６月末の外貨準備金は１４５億ユーロ６月末の外貨準備金は１４５億ユーロ    

�２３日，財務省は，ブルガリアの６月末時点の

外貨準備金は１４５億ユーロであると発表した。

これは前月比１．７％の減少。６月に金の価格が

大きく下落したことが主な理由。 

    

◆６月の家計貯蓄は増加◆６月の家計貯蓄は増加◆６月の家計貯蓄は増加◆６月の家計貯蓄は増加    

�２３日，ブルガリア国立銀行の発表によると，

６月のブルガリアの家計貯蓄は２．６３億レヴァ

増加した。家計の全貯蓄額は３５５．７４億レヴ

ァとなり，前年同月比９．７％の増加となる。な

お，５月の家計貯蓄はイースター休暇等の季節的

要因により１，２００万レヴァ減少していた。 

�また，６月の不良債権及び再編成債権は減少し

総計９８．２億レヴァとなり，家計部門及び民間

部門による全債権の２３．０５％となった。 

  

◆◆◆◆２０１２年の外国直接投資は１３％の増加２０１２年の外国直接投資は１３％の増加２０１２年の外国直接投資は１３％の増加２０１２年の外国直接投資は１３％の増加    

�２４日，ブルガリア投資庁は，国連貿易開発会

議（ＵＮＣＴＡＤ）の年間報告書によると，２０

１２年のブルガリアにおける外国直接投資（ＦＤ

Ｉ）は前年比で１３％増加し，総計１４．７８億

ユーロがブルガリアに流入した，と発表した。な

お，全世界のＦＤＩは年ベースで１８％減少し，

１兆３，５００億ＵＳドルとなった。 

�最もＦＤＩが多かったのはルクセンブルク（３．

８２億ユーロ）で，次にロシア（２．２５億ユー

ロ），スイス（２．１２億ユーロ），ドイツ（１．

７７億ユーロ），オランダ（１．６８億ユーロ）が

続く。 

 

◆◆◆◆最低賃金労働者最低賃金労働者最低賃金労働者最低賃金労働者のののの増加増加増加増加の理由の理由の理由の理由    

�２７日，最低賃金労働者が増加しているとのブ

ルガリア独立労組連盟（ＫＮＳＢ）の研究結果が

報じられた。今年の第一四半期，全被雇用者の９．

４％にあたる１９万６千人余りの労働者が最低賃

金の３１０レヴァで雇用されていた。なお，１年

前は１２万人だった。最低賃金労働者は管理補助

業務分野で最も多く，最低賃金労働者の２４．７％

を占める。ブルガリア産業協会のトムチョ・トモ

フ氏によると，社会保障費用を節約するために表

向きは労働者を最低賃金で雇用する会社が増えて

いることが主な要因である。 

 

◆２０１３年上半期財政状況◆２０１３年上半期財政状況◆２０１３年上半期財政状況◆２０１３年上半期財政状況    

�３１日，財務省は，２０１３年上半期の財政赤

字は７６０万レヴァとなった，と発表した。財政

赤字が低水準となったのは，支出項目を２０１３

年下半期に移したことによるものが大きい。また，

税収は下降傾向にあり，２０１３年の国家予算法

の目標水準に届かない可能性がある。 

�６月末までの歳入は約１４１．６億レヴァであ

り，今年の歳入計画の４６．３％となった。税収

は１０９億レヴァで計画の４６．８％，付加価値

税（ＶＡＴ）による収入は３６億レヴァで計画の

４６．２％となった。また，６月末までの歳出は

１４１．７億レヴァであり計画の４４．７％とな

った。 
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２．経済政策，産業 

（１）電力業界の動き 

◆◆◆◆今年第今年第今年第今年第一四半期の電力生産量は１２％減少一四半期の電力生産量は１２％減少一四半期の電力生産量は１２％減少一四半期の電力生産量は１２％減少    

�３０日,ストイネフ経済・エネルギー大臣が国民

議会エネルギー委員会に提出した報告書によると,

今年の第一四半期の電力生産量は前年同期間比で

１２．３％の減少となった。また,電力消費量も９．

６％減少した。一方で,再生可能エネルギーによる

電力生産は５１．２％増加した。同大臣は,電力輸

出による収入の減少や不適切な経営によりエネル

ギー企業の財政状況が悪化していることについて

批判した。 

    

◆◆◆◆昨昨昨昨年の太陽光発電量は前年比７０６％年の太陽光発電量は前年比７０６％年の太陽光発電量は前年比７０６％年の太陽光発電量は前年比７０６％増加増加増加増加    

�３１日発表の経済・エネルギー省の報告書によ

ると，２０１２年の太陽光発電所の電力生産量は

２０１１年比で７０６％の増加となった。風力発

電所の電力生産量も４２％増加した。なお，ここ

数年以内に発電容量１７４２ＭＷの風力発電所と

発電容量６５１ＭＷの太陽光発電所がブルガリア

市場に参画する予定である。 

�報告書は，再生可能エネルギーの記録的な増加

により電力システム・オペレーター（ＥＳＯ）は

今年の前半，需給バランスをとるのに苦労し，い

くつかの発電所の電力生産を制限せざるを得なか

った，と指摘した。 

 

◆◆◆◆８月１日以降の電力料金は約４％値下げ８月１日以降の電力料金は約４％値下げ８月１日以降の電力料金は約４％値下げ８月１日以降の電力料金は約４％値下げ    

�２９日,国家エネルギー・水規制委員会（ＳＥＷ

ＲＣ）は，８月１日からの電力料金を約４％引き

下げることを最終決定したと発表した。家庭用電

力は，ＣＥＺについては４．５４％，ＥＶＮにつ

いては４．２１％，エネルゴ・プロについては３．

７５％の値下げとなる。なお，日中は約４％，夜

間は約５％の値下げとなる。ＳＥＷＲＣのリリ・

ムラデノヴァ氏は，「ブルガリアの石炭生産を維持

するためにマリッツア・イースト１及び３火力発

電所の電力増産を計画しているため，料金の値下

げ平均は当初発表していたよりも少なくなった，

と発表した。また，同氏は，石炭価格の物価調整

が新電力料金を決める要因となった，と述べ，排

出権取引による収入を４．８９億レヴァ見積もっ

たことにより料金が大幅に引き下げられた，これ

は再生可能エネルギーによる電力を購入する際の

赤字を相殺するのに使われる予定である，と述べ

た。 

 

（２）ＥＵ関連 

◆◆◆◆ＥＵファンドを受領するＥＵファンドを受領するＥＵファンドを受領するＥＵファンドを受領する都市の減少可能性都市の減少可能性都市の減少可能性都市の減少可能性    

�１８日の報道によると，次期計画期間における

ＥＵファンドを受領する地方都市が減少する可能

性がある。ブルガリアは６７の地方都市への資金

提供を計画しているが，テルジエヴァ地域開発大

臣によると，欧州委員会は対象都市を６，７程度

に絞るように要求している。欧州委員会によると，

厳選した都市において完全なインフラ整備を行う

ことに焦点を当てるべきであり，そのことが地域

全体の発展につながる。テルジエヴァ大臣は，こ

のような急激な減少は受け入れられないと述べた。    

 

◆次期期間のＥＵファンドの重点は鉄道◆次期期間のＥＵファンドの重点は鉄道◆次期期間のＥＵファンドの重点は鉄道◆次期期間のＥＵファンドの重点は鉄道    

�２２日の報道によると，運輸省は，次期計画期

間のＥＵファンドにおける輸送プログラムでは，

鉄道インフラと一貫輸送ターミナルの発展を優先

する計画であることが分かった。ＥＵは鉄道輸送

能力を高めるため，鉄道分野に数十億ユーロを投

じる予定である。多くの鉄道駅も再建される予定

である。ブルガリアにおいては，ソフィア・ヴィ

ディン線の他，セルビア，トルコ，ギリシャ国境

との鉄道連結を改善することにも焦点が当てられ

る予定である。なお，高速道路については，スト

ルーマ高速とヘムス高速は次期計画期間に完了す

る予定となっている。 

 

（３）非ＥＵ諸国との関係 

◆◆◆◆中国がブルガリアの農地を買収予定中国がブルガリアの農地を買収予定中国がブルガリアの農地を買収予定中国がブルガリアの農地を買収予定    

�２日の報道によると，中国がブルガリアの農地

に５千万ＵＳドルを投資する予定である。購入者

は中国国営企業の「天津国営農場集団」であり，

すでにブルガリアでビジネスを試みている。同社
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は９００ヘクタールの耕地を探している。 

 

（４）ガスパイプライン計画 

◆◆◆◆サウスサウスサウスサウス・・・・ストリームガスパイプラインストリームガスパイプラインストリームガスパイプラインストリームガスパイプライン計計計計

画：画：画：画：２０１５年２０１５年２０１５年２０１５年１２月１２月１２月１２月からガス輸送開始予定からガス輸送開始予定からガス輸送開始予定からガス輸送開始予定    

�８日，ガスプロム社のミレル社長とオレシャル

スキ首相の実務会合が行われ，サウス・ストリー

ムガスパイプラインの最初のガス輸送は２０１５

年１２月となる予定であることが明らかにされた。

ミレル社長は，ブルガリア領域を建設するのに必

要な３１億ユーロはロシアが提供する予定である，

ブルガリアからの返済はパイプライン使用手数料

から行われる予定である，と述べた。 

�パイプラインのブルガリア領域を建設するため，

ブルガリアが５０％，ロシアが５０％の持分を所

有するプロジェクト会社が設立された。ストイネ

フ経済大臣は，本プロジェクトは数万人のブルガ

リア人の雇用を生み出し，ブルガリアの技術者に

職を提供することになるだろう，と述べた。 

    

◆◆◆◆サウスサウスサウスサウス・・・・ストリームガスパイプラインストリームガスパイプラインストリームガスパイプラインストリームガスパイプライン計計計計

画画画画：：：：環境環境環境環境影響評価に関する公開議論の完了影響評価に関する公開議論の完了影響評価に関する公開議論の完了影響評価に関する公開議論の完了    

�２５日，サウス・ストリーム天然ガスパイプラ

イン計画の環境影響評価に関する公開議論が完了

した。公開議論は７月１日に開始し，ガスパイプ

ラインが通る全３９の地方公共団体で行われた。

今後は，環境・水省による最終的な書類の承認を

得た上で地域開発省による建設許可を受ける必要

がある。 

 

（５）その他 

◆タバコ生産者への補助金継続◆タバコ生産者への補助金継続◆タバコ生産者への補助金継続◆タバコ生産者への補助金継続    

�９日，農業省は２０２０年までブルガリアのタ

バコ生産者への補助金を継続する予定であると発

表した。補助金の総額は現在の水準である７，３

００万レヴァが維持される。禁煙政策のためＥＵ

はタバコ生産者に対する直接支払いを停止したが，

ブルガリアでは多くの人がタバコ生産により生計

をたてているため，国家レベルで補助金の支払い

が継続されることとなった。    

    

◆トラキヤ高速道路の開通◆トラキヤ高速道路の開通◆トラキヤ高速道路の開通◆トラキヤ高速道路の開通    

�１５日，建設開始から４０年近くかかったトラ

キヤ高速道路が開通した。ヤンボル市とカルノバ

ット市の区間の最後の３４ｋｍが開通し，ソフィ

ア市と黒海沿岸の間の所要時間は３時間半に短縮

されることとなった。なお，新区間にはガソリン

スタンドがない。オリゾヴォ市とカルノバット市

の間の区間の費用はＥＵファンドから約５．１億

レヴァ，国家予算から１．８億レヴァが拠出され

た。また，ソフィア市とプロヴディフ市の間の区

間では包括的なメンテナンスが必要となっている。

パザルジック市以降プロヴディフ市までの２つの

区間の修復作業は来年春に開始する予定である。 

 

◆ブルガリアの上下水道◆ブルガリアの上下水道◆ブルガリアの上下水道◆ブルガリアの上下水道分野分野分野分野へへへへの投資必要性の投資必要性の投資必要性の投資必要性    

�２２日の報道によると，ブルガリアは経年イン

フラを維持するため次の７年間，毎年少なくとも

４億レヴァを上下水道分野に投資しなければなら

ない，と世界銀行が分析している。報告書による

と，ブルガリアの水分野は少なくとも次の７年間

の間に１１５億レヴァが必要である。 

 

◆ストルーマ高速道路のロット１が開通◆ストルーマ高速道路のロット１が開通◆ストルーマ高速道路のロット１が開通◆ストルーマ高速道路のロット１が開通    

�２３日，ストルーマ高速道路のロット１が開通

した。この区間はドルナ・ディカンヤ村とドゥプ

ニッツア北の交差点を結ぶ区間で１７ｋｍ。ＥＵ

ファンドの輸送プログラムにより建設された。 

 

◆ヘムス◆ヘムス◆ヘムス◆ヘムス高速道路高速道路高速道路高速道路のののの完成予定は２０１８年完成予定は２０１８年完成予定は２０１８年完成予定は２０１８年    

�２５日，テルジエヴァ地域開発大臣は，ソフィ

ア市とヴァルナ市の間を結ぶヘムス高速道路の建

設計画は２０１８年に完成する予定である，と発

表した。現在完了していない残りの区間の建設は

次期計画期間のＥＵファンドの輸送プログラムを

通じて行う予定。
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ブルガリア内政・外交の動き(７月) 

  在ブルガリア大使館 

 

１（月）  

２（火） ★リディントン英国外務閣外相（欧州問題担当）：ブルガリア訪問 

３（水）  

４（木）  

５（金）  

６（土）  

７（日）  

８（月） ●独大使及び仏大使によるブルガリアの内政状況に関する共同声明の発表 

９（火） ●憲法裁判所は,ＧＥＲＢの議員による国民議会総選挙無効の訴えを棄却 

10（水）  

11（木） ☆ヴィゲニン外相：グルジア訪問（～１２日） 

12（金）  

13（土）  

14（日）  

15（月）  

16（火）  

17（水） ●検察当局が,ズラタノフ利害対立防止・調査委員会委員長を職権濫用の容疑で起訴 

18（木）  

19（金） ●国民議会が,国家保安庁の新長官としてピサンチェフ長官代行を選出 

20（土）  

21（日）  

22（月） ●ＧＥＲＢのボリソフ党首が,予算審議に加わるため国民議会に復帰することを発表 

★レディング欧州委員会副委員長：ブルガリア訪問（～２３日） 

23（火） ●４０日目を迎えた抗議行動で,国民議会前において抗議者と警察が初めて衝突 

24（水）  

25（木）  

26（金）  

27（土）  

28（日） ★グルエフスキ・マケドニア首相：ブルガリア訪問 

29（月） ●国家エネルギー・水規制委員会（ＳＥＷＲＣ）が,８月１日からの電力料金を約５％値下げ

することを決定 

30（火）  

31（水） ●検察当局は,証拠妨害容疑によりツヴェタノフ元内相を起訴 

●国民議会が予算改正案の枠組を可決 
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ブルガリア経済指標ブルガリア経済指標ブルガリア経済指標ブルガリア経済指標の推移の推移の推移の推移 （出典：国家統計局，中央銀行） 
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ブルガリア主要経済指標ブルガリア主要経済指標ブルガリア主要経済指標ブルガリア主要経済指標    （出典：中央銀行） 

    

＜GDP成長率と国民一人当たりGDP>

2008 2009 2010 2011 2012 2013Q1

GDP成長率 (％) 6.2 -5.5 0.4 1.8 0.8 0.8

GDP per Capita (BGN) 9,090 9,007 9,359 10,248 10,632 -

＜財政収支＞

2008 2009 2010 2011 2012 2013Q1

財政収支 （million BGN) 1,156.7 -2,960.6 -2,197.9 -1,491.6 -623.8 224.7

財政収支GDP比 (％ of GDP) 1.7 -4.3 -3.1 -2.0 -0.8 0.3

<失業者数及び失業率＞

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jan  Feb Mar Apr May June

失業者数 （千人） 232 338 342 342 376 392 393 389 380 361 352

失業率 （％） 6.3 9.1 9.2 10.4 11.4 11.9 12.0 11.8 11.6 11.0 10.7

＜消費者物価上昇率と月額平均賃金＞

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jan Feb Ｍａｒ Apr May

消費者物価上昇率 （％） 7.8 0.6 4.5 2.8 4.2 0.4 0.1 -0.5 -0.4 -0.1

月額平均賃金 (BGN) 545      609      648      686 777 773 766 796 - -

＜対外債務＞

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jan Ｆｅｂ Mar Apr May

政府部門対外債務 (million EURO) 3,935.9 4,208.3 4,326.9 4,242.2 4,640.3 4,313.6 4,239.2 4,428.2 4,321.9 4,309.2

民間部門対外債務 (million EURO) 33,310.6 33,608.2 32,699.4 31,985.9 32,951.8 32,850.6 32,932.4 33,034.1 32,904.5 32,988.4

＜対内直接投資と貿易収支＞

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jan Feb Mar Apr May

対内直接投資 (million EURO) 6,727.8 2,436.9 1,151.2 1,314.6 1,478.3 -107.2 240.7 365.4 419.6 505.4

貿易収支（FOB） (million EURO) -8,597.7 -4,173.9 -2,763.7 -2,156.1 -3,622.1 -48.9 -384.2 -496.5 -678.6 -991.3

輸出（FOB） (million EURO) 15,204.0 11,699.2 15,561.2 20,264.3 20,793.1 1,777.0 3,434.3 5,216.3 7,188.7 8,882.9

輸入（FOB） (million EURO) 23,801.7 15,873.1 18,324.8 22,420.4 24,415.2 1,825.8 3,818.6 5,712.8 7,867.3 9,874.2  


