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毎週の論説

　南シナ海に面する中国海南省東部のボアオは、40
年前に鄧小平が改革開放政策を実施し始めた頃は漁村
だった。昔この村を父親に連れられ訪れたことのある
習近平が先週、ボアオ・アジア・フォーラム開幕式で
中国の経済開放政策について演説した。
　このフォーラムの開幕式にはモンゴルの U. フレルス
フ首相も出席し挨拶した。彼は中国の李克強第７代国
務院総理（首相）の招待で中国を公式訪問し、北京で
開催された「モンゴル・中国ビジネスフォーラム」に
も出席した。

http://jargaldefacto.com/category/23

帝国

ビジネス

　中国は先月憲法を改正し、国家主席の任期は１期５
年を２期までとしていた規定を削除した。その結果、
習近平国家主席は毛沢東に次いで長期間に渡り中国を
指導することになった。
　憲法には新時代の中国の特色ある社会主義思想を反
映させ、「国家監察委員会」を憲法上の機関として設立
し、あらゆる公職者の汚職を取り締まることになった。
中国は新憲法の理念にそって「人類の未来に向けた共
同体」を構築しようとしている。
　世界経済フォーラム（ダボス会議）のアジア版とな
るボアオ・アジア・フォーラムは 2002 年から毎年開
催されている。今年のテーマは「世界の発展のための
開放・革新のアジア」である。このフォーラムでは海
南省を自由貿易港として発展させることが公表された。
　

習近平帝国と
モンゴルビジネス

　習近平国家主席は、40年間の改革開放政策の成果を
振り返った。この 40年で中国の経済成長率は年平均
9.5％に達し、今日では世界第 2位の経済大国となり、
最大の産業、対外貿易、外貨準備高をもつ国となった。
　　「社会主義市場経済」という「中国の特色ある共産
主義」を構築した結果、7億人の国民が貧困から脱した。
　今後は「人を中心とした発展」を最優先にし、供給
に基づいた経済を発展させ、貧困を無くし、平等な社
会を構築すると述べた。
　経済を発展させ、より開放するために 1）市場をよ
り開放し、まずはサービス業、特に金融サービスの自
由化を図り、銀行や保険機関の外国投資を増やす、2）
魅力ある投資環境の創造と外国投資の規制緩和を図る、
3）知的財産権の保護と強化、4）内需拡大に基づき積
極的な輸入増加で貿易収支のバランスを取る。例えば、
自動車の輸入関税を引き下げると宣言した。
　「一帯一路」構想は世界 80ヵ国と業務提携の協定を
結んでおり、地政学的な駆け引きをすることなく関係
国と協力できる最も幅広い舞台であると述べた。

　2014 年に習近平国家主席がモンゴルを公式訪問し
た際、両国は 2020年までに貿易額を 100億ドルにす
るという目標を掲げた。U. フレルスフ首相は今回の訪
中で両国の貿易、経済における協力を拡大できる可能
性が大いにあると述べ、貿易額を 100億ドルにするた
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2018 年 4 月 19 日

めに取り組んでいることを表明した。
　両国の首脳が同席し、次の項目に関係する大臣が合
意書に署名した。それらは、1. 産業・投資協力の構築
における協定書、2. モンゴル・中国の国境にそった地
域開発の覚書、3. 中国政府による 20億元の無償資金
協力の協定書、4. ウランバートル市の中央排水処理施
設を新規建設するプロジェクトの覚書、5. エルデネト
火力発電所の増設に関する融資協定書、6. 中小企業分
野での協力についての覚書、7. 国境を越える違法貿易
対策についての覚書、8.2018 〜 2021 年に実施する
教育交換・連携計画書、9. スポーツ分野での協力につ
いての覚書、10.「障害児の発達センター」プロジェク
トの公式文書、11. ブヤントウハースポーツセンター
の利用増進プロジェクトなどがある。
　ビジネスフォーラムでは、両国合わせて約 600人の
代表者が参加し、12件総額 46億ドルの契約が締結さ
れ、14件の覚書に署名が行われた。例えば、投資額 4
億 5千万ドルの 300 メガワットのブォールルジュー
ト火力発電所の建設プロジェクトでは、モンゴルのボ
ディ・インターナショナル社とチャイナ・ステート・
コンストラクション・エンジニアリング社が協力する
ことになった。また、ザブハン県テルメン郡における
100メガワットの火力発電所の建設プロジェクトでは、
ボグド銀行と内モンゴル自治区の銀行の間で 3億ドル
の融資が決まり、それにはウランバートルの廃棄物処
分場の建設契約書も含まれている。
　大規模なプロジェクトでは中国の国営企業が協力す
ることが殆どである。モンゴルでは政権が頻繁に変わ
り、それに伴い決定された事も変わるのでプロジェク
トは常に延期されるようになってきた。
　 ま た、 中 国 側 は 主 に EPC 方 式（ 設 計 ＝
Engineering、 調 達 ＝ Procurement、 建 設 ＝
Construction）で完成後に引き渡し（Turnkey）を
しようとする。そのようなプロジェクトでは、モンゴ
ル側は現場に常駐してノウハウを学び、中央管理室
（CCR＝ Central　Control　Room）のプログラム

（ソフトウェア）を受け取り、その所有権を必ず取得
し、仲介裁判所の規定にある通り第 3国を参入させな
ければならない。
　2018年 3月 3日発刊のエコノミスト誌（9ページ）
では、中国の政治状況について「中国は市場経済で
はなく、ビジネスを政府の手足にして監視しようとす
る」、「個人の暮らしは比較的自由だが、習近平は社会
の不平不満を監視する政治を構築」し、「実際、彼は政
治や経済の独裁、政府による監視と紛争へと導き始め
た」と評価している。
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デファクト インタビュー
モンゴル語・英語・ロシア語でのインタビュー

B. エルデネダライ
モンゴル金融経済大学

人文学研究科の博士、教授

J（ジャルガルサイハン）:　あなたはモンゴルが直面し
ている問題、つまり「政党の資金調達 :　外国における
事例とモンゴルが直面している問題」という非常に興味
深いテーマをもって博士号を取得しました。この 10 年
間、政党とその資金調達について執筆を多数してきまし
た。2017 年の政党の資金調達について直面している問
題は何ですか？
エルデネダライ :　世界の多くの国では政党の資金調達
及び政治資金調達に関して法律で定められています。政
党の資金調達は秘密裏に行われ、その責任を追及できな
いものを賄賂と言います。政治が賄賂と関係すると政治
的発展の問題となります。これが誰の損失になるかと言
えば、それは国民です。モンゴルは民主主義国家に移行
してから新しい政党の数が増えました。常に選挙に勝ち
議席を獲得する政党もあります。いかなる時でも政党の
資金調達は透明性があり、公開されるべきです。政党と
は、国民と政治を繋ぐ架け橋とならなければなりません。
言い換えれば政策という橋ということです。モンゴルに
は政党法があり、そこに政党の資金調達についての規定
が明記されています。しかし、この法律は 2005 年に
成立されたものであり、今の政党で生じている否定的な
問題を解決するには不十分です。この法律の改正が必要
になっています。

J:　実際の選挙報告書は正確に出されるものではありま
せん。法律上、個人及び企業から受ける寄付金の限度は
定められていますか？
エルデネダライ :　 選挙の時期とそれ以外の時期の報告
書はどちらも必要です。

http://jargaldefacto.com/category/8

実際に政党に対して 20万トゥグルグの罰金を
科したところでどうなりますか？
過去に罰金を科した例は
一つもありません。

B. エルデネダライ氏は 2010 年にモンゴル国立大学で政治学修士号を取得しました。その後 2015 年に政治学博
士号を取得しました。博士号取得の論文テーマは「政党の資金調達 : 外国における事例とモンゴルが直面している問
題」です。自分の研究テーマをもって 2009 年から約 130 の研究論文、論説、研究プロジェクトを執筆しています。
2015 年から NGO「社会政治教育」の代表を兼務しています。

　しかし今のモンゴルは、政党が選挙の時だけ報告書を
出しています。それも収入と支出だけを書いた報告書を
出しています。最後に改正された政党法では、報告書は
監査機関の承認を受けて公表しなければならないと定め
られています。政党の支援を受け出馬する候補者は、選
挙の時の報告書だけを出しています。選挙ではない時の
報告書は、国民はおろか党内にも秘密にされています。
選挙法では、寄付金の限度は個人の場合は 300 万トゥ
グルグ、企業の場合は 1500 万トゥグルグと定められ
ています。国家監査事務所が出した報告書をみると、実
際に誰がどの政党にいくら寄付をしたか？どんな企業が
寄付をしたか？全部記載されています。一見、法律に
従って報告書を公表して監査上も問題がないように見え
ます。しかし、その資金の出所は？どこから入って来た
のか？どのように使われているのか？何か違法に得られ
たお金ではないか？などを調べて監査する制度はありま
せん。

J:　法律に外国からの寄付の受取の可否について規定は
ありますか？
エルデネダライ :　外資企業、宗教団体、18 歳未満の
人からの寄付を受けてはならないという規定がありま
す。寄付金とは基本的に政党や候補者の政治活動を応援
するためのものです。最近の世界的な傾向では、法人か
ら寄付を受けることを禁止するのが主流となっていま
す。その理由は、法人からの寄付が大きなスキャンダル
になるからです。例えば、エネルギー、鉱業関連の企業
は政党に多大な寄付をし、その見返りとして政治家が当
選後に企業に有利となるように法律を改正するなどの
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2017 年 1 月 25 日のデファクトインタビューの内容を一部省略しました。

インタビュー全部を
http://jargaldefacto.com/article/b-erdenedalai-erdenedalai-bat-ulzii

リンクにてご覧いただけます。

問題があります。また犯罪組織、マフィアが政党や候補
者に大金を寄付して、見返りに自分たちに良い状況を作
らせるケースもあるでしょう。

J:　あなたは覚えていますか？ 2008 年の選挙後、政党
への寄付の多寡によって就ける役職が決められました。
ある人の寄付金は他より 2 倍だったので、議員ではな
く大臣になれたという記事を多く目にしました。当時の
記事の真相はその後どうなりましたか？その真相を誰も
追わないのはなぜですか？
エルデネダライ :　モンゴルの政党法では見返りを期待
して政党に寄付をしてはいけないという規定はありませ
ん。倫理的には寄付した見返りに役職をもらうというこ
とはあってはならないことです。例えば、モンゴルでは
選挙になると政党内から立候補するために政党に大金を
寄付します。それは憲法上の選定権の侵害にあたります。
さらに言うと国民が選択する権利も侵害されているとい
うことになります。現行の法律では見返りを期待して政
党に寄付をしてはいけないという規定がないから、これ
らの問題が解決されません。ですからこのように法律の
抜け穴が悪用されるのです。

J:　今では選挙自体が大きなビジネス、金儲けの一つの
手段となっています。今日のモンゴル社会において、国
民を代表する者が国民の票をお金で買ってしまっている
ので、腐敗や歪みが拡大していると思います。これにつ
いて法律上どのように定めていかなければならないと思
いますか？他国ではこのような問題をどのように解決し
ていますか？例えば、ドイツではどうですか？
エルデネダライ :　世界の国々では政府が政党に資金を
交付し、その資金の使途には厳しく監査をします。政府
が政党に資金を交付し、その運用を監視することは非常
に良い方法です。ドイツでは政党に大きな資金は交付さ
れません。調査によれば、政党の費用の 70 〜 80％を
選挙広告が占めているとありました。この費用を減ら
し、全ての候補者に公平な機会を与えるようになってい
ます。大規模な宣伝広告を印刷するのではなく、その枚
数とページ数まで指示されています。各政党の宣伝広告、
活動内容は統一された規格で雑誌のように製本され国民
に配布されます。これは政党の費用を削減している好例
です。

J:　イギリスには「選挙委員会」というものはありませ
ん。しかし、「有権者委員会」というものがあります。「有
権者委員会」はどの政党にも所属しない人たちで構成さ
れ、選挙時の各政党の報告書の真偽を確認します。選挙
権がある国民が「有権者委員会」を設立しても良いので
はないかと思います。イギリスはできています。モンゴ
ルではできないのでしょうか？
エルデネダライ :　モンゴルの政党法を見ると、政党法
に違反した者に 4 〜 6 万トゥグルグ、政党の場合は 20
〜 25 万トゥグルグの罰金を科すと定められています。
しかし、実際に政党に対して 20 万トゥグルグの罰金を
科したところでどうなりますか？過去に罰金を科した例
は一つもありません。

J:　以前、国会議員は 10 億トゥグルグまでの資金を国
から与えられていました。その資金は自由裁量で何に使
うかを決めることができました。今では形が変わり 10
億以上の資金を使えると思います。地方の政府関係者も
国から資金をもらっています。これに関して話を聞かせ
て下さい。
エルデネダライ :　現行の政党法をみると、政党は政府
から 2 つの資金を受けています。政府は政党に対して
有効投票数に 1000 トゥグルグをかけた資金を交付し
ています。もう一つは議席数に比例して交付される資
金です。しかし、政党法にはありませんが、上述した 2
つの資金の他に更に 2 つの資金を交付しています。地
方市民代表に選出された代表者席の資金を政党に交付し
ています。これは違法です。このようなケースは世界の
どこにもありません。もう一つが国会議員の選挙区に使
う資金として 10 億トゥグルグまでの資金を交付してい
ます。その選挙区で実施されるべき活動を実際に行う機
関は政府です。しかし、議員がその資金で活動すること
は違法です。
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　モンゴルの U. フレルスフ首相が訪中した際、中国の指導
者三人と会談し、海南島で開かれたボアオ・アジア・フォー
ラムに参加した。中国は全人代で習近平を国家主席に再選
したばかり。また 2 期 10 年を任期とする条文を削除する
憲法改正案を成立させた。ボアオ・アジア・フォーラムで
中国の 40 年間の改革開放政策の成果を発表したのが特徴
的だった。そこで主に四つの経済開放方針を公開した。

1．対外開放（外資系銀行、保険、金融サービス）
2．投資環境を整備し、外国の投資家を呼び込む
3．知的所有権の保護を強化
4．近隣諸国からの輸入の拡大

　これに伴いモンゴル・中国ビジネスフォーラムも行われ
た。両国から総勢 600 人が参加し、フォーラムの開会式で
は中国国際貿易促進委員会（CCPIT）の江澤偉会長が演壇
に立ち、モンゴルと中国は共に発展し、経済促進をする必
要があると挨拶した。2014 年に習近平国家主席がモンゴ
ルを訪問し、両国の交流が急速に発展する事に大きな影響
を与えた。中国はモンゴルの投資総額の三分の一を占めて
いて、それが 10 万人の雇用を生み出したと述べた。
　モンゴルと中国の企業間で総額 46 億ドル、36 の契約
調印について調べたところ、半数が MOU、つまり覚書だ。
覚書とは、ある事業を始める準備はできているが、考え直
す事もあるという意味で、調印したから必ず実行されると
いう意味ではない。
　これらの中で、ブォールルジュート火力発電所の建設プ
ロジェクトに関してボディ・インターナショナル社とチャ
イナ・ステート・コンストラクション・エンジニアリング
社が署名した契約がある。このプロジェクトは 4 年間の協
議の末、約 4 億 5 千万ドルの投資契約で施工はすべてモン
ゴル企業になるとボディ・インターナショナル社のアムン
ドラ副社長が説明した。またボグド銀行は内モンゴルの銀
行より３億ドルの融資を受け、15 の契約に署名している。
これにはごみのリサイクルと新技術を取り入れたゴミ処分
方法を利用して発電するという内容の契約も署名されてい
るらしい。これは民間企業にとって大きな一歩になるだろ
う。
　しかし、政府が締結する契約の主な問題点は、融資の非
合理的な使い方にある。理由は、政府高官が毎年変わり、
それに伴いプロジェクトも変更される。

毎週日曜日VTVで19時より放送中。デファクトレビュー：2018年4月15日

U. フレルスフ首相が中国を訪問

週刊レビュー http://jargaldefacto.com/category/12

　政策が安定していないので労力が無駄になっている。ウ
ランバートルの下水処理施設を整備する事になったが、こ
れについては三回も審議を繰り返している。裏側にあるの
は政府高官と彼らの関連企業との関わりだ。国民は政府高
官の関わるビジネスと政府の仕事を区別する事を要求して
いる。
　鉄道問題に関して、中国側はモンゴルが自国で解決した
上で話を進めると言ったという。実際は中国までの鉄道軌
間（線路の幅）※は決められていない。タバントルゴイ炭
鉱から国境までの輸送を会社で管理するという問題を解決
すると、フレルスフ首相がガショーン・スハイト国境管理
所で言った。鉄道問題を解決しなければならない。モンゴ
ル側のせいで鉄道計画が止まっている。私が心配している
事は借款でインフラの整備をした後、何らかの理由で中国
が鉱物資源を買わないという事になれば、どちらの政府が
保証するのか。結局は借金を国民が支払うことになる。
　U. フレルスフ首相は「両国にとって 2016 年に生じた政
治的誤解が今回の訪問で解けた」と言った。これは 2016
年と 2017 年の選挙と関係がある。特に、大統領選挙でロ
シアとの交流を深めるという方針と、鉄道軌間について大
統領がロシアへ輸送することを前提にすると表明した事な
どを合わせて、今回の発言になったのではないかと理解し
た。
　首相は帰国の途上、内モンゴルのバヤンノール県を訪問
した。北京で中国とモンゴルの首相は合計 11 の契約書に
署名した。これらの契約の一つは、ガショーン・スハイト
国境管理所を 24 時間の国境管理所にするプロジェクトで、
総額 2,300 万ドルの借款を受ける事になった。ガショーン・
スハイトはバヤンノール県に位置しているが地方行政が管
理していない現状を変更し、バヤンノール県が管理する事
で１千万トンよりはるかに上回る石炭輸送ができると首相
が述べた。

※ 軌間：モンゴルの鉄道はロシア軌間で幅 1520mm なのに対
し、中国は標準軌の 1435mm となっている。軌間が違うので
国境で車台を取り替える必要があり、鉄道輸送の妨げとなるの
で、軌間を統一する必要がある。
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デファクトレビューの一部を省略しました。
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専門と職場

にてご覧いただけます。

レビュー全文を

賄賂対策庁と逮捕
　賄賂対策庁は 4 月 10 日、2007 〜 2009 年に首相を務
めた S. バヤル氏、2014 〜 2016 年に首相を務めた Ch. サ
イハンビレグ氏を逮捕し、捜査を開始した。容疑は、オユ
トルゴイ鉱山プロジェクトでモンゴル政府、アイバンホー・
マインズ・モンゴリア合同会社、アイバンホー・マインズ・
リミテッド社、リオ・ティント・インターナショナル・ホー
ルディングスとの間で 2009 年 10 月 6 日に締結した投資
契約、2015 年 5 月 18 日に締結された「坑内掘鉱山の開発・
資金調達計画」の契約で、関連企業が有利となるように働
きかけたというもの。
　検察は Ch. サイハンビレグ氏を正式に公訴した。また同
時に裁判所へ勾留請求を提出した。裁判所から S. バヤル氏
と Ch. サイハンビレグ氏に対し一カ月間の勾留令状が発付
された。
　大統領が「賄賂対策庁の長官を変えるので、皆さん応援
して下さい」と国会で述べた。それから逮捕が連続した。
政治的な圧力で逮捕していない事を願っている。現在の賄
賂対策庁長官は2016年7月に6年間の任期で任命された。
長官が退くのに三つの理由がある。それは辞任、健康上の
問題、任期満了の場合だ。長官が変わることの裏側に個人
的もしくは政治的な利害関係があるのか、あるいはモンゴ
ル国民の為なのかというのは時が経てば明るみに出るだろ
う。
　Kh. エンフジャルガル氏が賄賂対策庁の長官となり、現
大統領と A. ガンスフ氏を鉄道問題で捜査していた。これ
も賄賂対策庁長官の変更と関係しているだろう。政府高官
には汚職の罪を犯した場合、判決が確定する前に被害を賠
償してもらいたい。
　モンゴルは一つの事件で二人の元首相を同時に逮捕して
いる。賄賂対策庁の名誉がかかった事件となっている。自
分の職を守る為に逮捕しているのか、実際に彼らが悪事を
働いたのか。どちらになるだろう。
　モンゴル大統領が賄賂対策庁の長官を変えるという事
は、賄賂と戦う事が出来ていないとみなしているからだ。
ならば賄賂の源になっている与野党の党首を贈収賄容疑で
逮捕すべきだ。理由は、与野党双方の党首は 2016 年の選
挙で一企業から 1 千万トグルグ以上の寄付を受けている事
を誰もが知っている。彼らはモンゴルの政党資金調達の現
在の法律に違反している。与野党双方の党首を逮捕すべき
だと賄賂対策庁にアドバイスしたい。

　自分の専門を選ぶ事は個人的な問題だが、もし私にど
んな専門を選択すればよいかと聞かれれば、データを情
報、情報を知識、知識を活用できる能力を身につけなけ
ればならないと助言する。最も就職に有利なのは STEM
教 育（ 科 学 ＝ Science、 技 術 ＝ Technology、 工 学 ＝
Engineering、数学＝ Mathematics）を専門に学んだ者で
ある。人工知能が変化をもたらす分野は多岐にわたる。し
かし、ロボットも人工知能も人間が動かしているので、そ
れに応えられる能力をもった人間が必要となる。
　学生が就職できるか否かは、卒業した学校と指導した教
師にかかっている。教師の仕事は人を育てることである。
その教師に、少なくとも街に出てストライキをする必要が
無いほどの給与を出すべきだ。また、教師自身の能力向上
の問題もある。教育の基本は知識と能力の両方を身に付け
た人を育てることである。まずは母国語を習得すること。
次に小学 3 年生から外国語を教えるシステムを導入するこ
と。個人がスマートフォン、タブレット、ノートパソコン
やデスクトップコンピューターを活用した情報収集、他者
とのコミュニケーション能力の両方を身に付けることをデ
ジタル・リテラシーと言う。この 2 つの能力を身に付けさ
せる仕組みを全国に導入する必要がある。

ウランバートルに住む新しい方法
　交通渋滞を解決する方法が一つあり、それは初めてシン
ガポールで導入された。シンガポールでは市街地を制限区
域と定め、制限区域に入る自動車の通行料を高くしている。
車に電子チップを搭載した車載器を付け、通行料を徴収す
る仕組みだ。チップのない自動車には通行料に利子をつけ
る。そして運転免許証の更新をさせないなどの措置を講じ
ている。次に逆ハンドルの中古車の税を引き上げる検討に
入る。これは単なる好き嫌いの問題ではない。公共の利益
の問題だ。
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