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　米国のサブプライム住宅ローン危機の影響でリーマ
ン・ブラザーズが破綻して 2週間後となる 2008 年 9
月 29 日深夜、アイルランド大手銀行の頭取たちが政
府と緊急の会合を持った。
　2000 年代初頭、アイルランドでも住宅市場が爆発
的に成長し、住宅が数多く建てられた。銀行は建築会
社と住宅ローンに多額の資金を投入した。米国の住宅
ローン危機がアイルランドにも飛び火し、銀行は焦り
始めた。アングロ・アイリッシュ銀行など、リスクを
顧みず住宅ローンを供給していた銀行は困難に陥った。
アングロ・アイリッシュ銀行の融資の殆どが住宅ロー
ンだった。返済延滞が続き、銀行の 1日の業務運営に
は 10億ユーロを必要とするようになった。他の銀行
も厳しい状況に陥っていたため、アングロ・アイリッ
シュ銀行への支援を断っていた。このような状況から
大手銀行が協力してアイルランド政府に債権保証を緊
急に要請するため、その夜会合を持った。
　政府は朝 6時まで会議を開き、欧州連合（EU）と協
議した上で各銀行の債権を保証すると発表した。アイ
ルランドは国内総生産 1600 億ユーロの比較的小さい
国であるにも関わらず、政府は銀行に 3240 億ユーロ
の救済資金を出し、9月 30日の朝、各行に 500億ユー
ロを注入した。もともと財政黒字国だったアイルラン
ドは、一夜にして 32％の財政赤字国となり、国内総生
産（GDP）比で財政赤字を 3％以下とする EU財政基
準を 10倍も上回った。国内総生産の 40％に相当して
いた公的債務は、一夜で2倍の80％まで膨れ上がった。

　2010 年代前半、鉱業分野が急成長したことに
よりモンゴル経済は二桁成長を記録した。経済
の過熱感は建築業界に直接影響し、不動産市場
のバブルが始まった。ウランバートル市全域に
マンションやオフィスビルが次々と建てられた。
　銀行は住宅建設に対して金利 20％のローンを競っ
て供給していた。これと同時にモンゴル政府は海外の
取引所で債券を発行し、30 億ドルの負債を作り（開
発銀行、チンギス債・サムライ債・ディムサム債な
ど）、政府高官たちは自らの会社でその分け前に与った。

アイルランド危機が映す
モンゴル経済

　銀行があまりにも大きくなっていたので、一行でも
破綻すればアイルランド経済が崩壊する恐れがあった。
政府が銀行を救済したことにより、今度は政府自体に
救済が必要となり、欧州連合に支援を要請することと
なった。アイルランド政府救済のため、欧州連合と国
際通貨基金（IMF）が協力して厳しい条件と高金利融
資を押し付けた。そしてアイルランド政府は自国の内
閣ではなく外国から操られる様になった。
　住宅ローンの不良債権が国民にのしかかり、高い税
金や財政赤字からアイルランドは完全に脱却できてい
ない。政治的、経済的危機が今なお続いている。
小国の銀行が国の経済の身の丈を超えて大きくなるこ
とは、特に銀行の内部統制が悪く会計報告書に「手を
加えて」いればなおさら、国家を破綻に導くというこ
とをこのアイルランドの事例が示している。

2

http://jargaldefacto.com/category/23


2018 年 4 月 25 日

　住宅価格が高騰し、住宅を販売する相手は高所得者
層、平均以上の収益を上げる企業となっていった。公
共財の所有権や利用を調整する法律の整備が不十分な
ことを利用して、土地取引や建設許可、インフラ接続
などの特別許可を得る為の賄賂が高額化していき、住
宅価格も上昇した。しかし間もなく販売戸数が低迷し
た。
　銀行と建築会社のロビー活動によりモンゴル銀行と
政府の間で「覚書」が交わされ、年率 8％という市場
の 2分の 1以下となる低金利の住宅ローンを供給し始
めた。モンゴル銀行は大量に紙幣を刷り、3兆 8千億
トゥグルグを市場に流した。この年率 8％の住宅ソフ
トローンの開始後、住宅需要は 2倍に増加し、それに
伴い住宅価格も 2倍に上昇した。
　政府がこのような住宅ソフトローン、価格調整など
の政策を維持するために商業銀行の預金金利よりも高
い金利 17％の債券を発行した。国の財政赤字は 15％
に達し、財政収入の実に 4分 1が国内外の債権の金利
支払いのみに使われている。モンゴル通貨トゥグルグ
の価値は 2分の 1まで下落した。
　モンゴル経済は破綻し、再び国際通貨基金に救済を
求めることとなった。国際通貨基金による低金利融資
で高金利債権の支払い、償還を行うようになってから
財政赤字が 2分の 1の 8％となった。しかし経済が正
常な国の基準である 3％にはまだ届いていない。そし
て対外負債は増え続けている。
　銀行のロビー活動は日増しに強くなっている。政党
に資金を渡し、選挙費用を提供する特定の銀行の力が
強まり、あらゆる場面で政府を意のままに動かすよう
になった。銀行は政府に債権保証を出させ、表から裏
からと国の財産を低価格で買い上げ、資産価値のある
土地を次々と手に入れていった。三権分立は崩壊し、
政府は国民のためではなく、スポンサーのために働く
ようになっている。また裁判の判決を予想することは、
より難しくなった。

　モンゴル銀行によれば、商業銀行の透明性を図り、
銀行の貸出金利を下げることを出口戦略とし、商業銀
行の不良債権を無くす方向で債券を管理する国営会社
を設立するとのこと。韓国では 1998年の通貨危機後、
不良債権を集めて国営企業を設立して管理したが、こ
れは外国銀行の参入と金融サービス導入を同時に実施
したから成功したのだ。
　モンゴルは商業銀行への監査を徹底させ、制度を改
善すると共に商業銀行を自身が手掛けるビジネスから
切り離し、国の予算で実施している住宅のソフトロー
ンを停止しなければならない。これにより住宅価格が
下がり、地に足が着き経済が動きだす。建築会社も市
場のニーズに応じた建物を建てるようになり、都市中
心部への一極集中が減るだろう。

出口戦略
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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

S. ドラム
言語科学の博士、教授

J（ジャルガルサイハン）:　文化とは幅広い意味を
もつものです。文化を守り伝えていく上で主な要素
としてモンゴル語、文学、国民の伝統習慣、叙事詩、
長い歌などがあります。文化を形成するものは何で
すか？私たちモンゴル人は文化をどのように受け継
いでいますか？
ドラム :　「国民意識」というものがあります。これ
を構成し、守り伝えている主な要素はあなたが言わ
れたものです。その中に私たちが誰なのか、どこか
ら来てどこへ行くのかという概念まで全て含まれて
います。自然科学の研究者は、巨大な動物から小さ
な昆虫まで、全てがこの自然を形成しているもので
あると言います。同様に文化と民族を形成している
もの全てが国民意識の中にあります。こういったこ
とを意識せずにいることはとても簡単です。しかし、
その代償は非常に高くつきます。母国語、文学、伝
統や習慣、叙事詩などは国と民族が受け継いでいく
ものです。文化を作り上げている要素の繋がりをで
きる限り完全に守っていかなければなりません。

J:　私たちはそれらの要素を守っていくことができ
ていますか？
ドラム :　殆どできていません。色々な意味でモン
ゴル文化の命運は綱渡りの状況にあります。今後ど
のように変わるのか予想もできません。

J:　「国民意識」を持たなければならない。もし言語
か文学のどれかを無くしてしまえば国民意識が失わ

http://jargaldefacto.com/category/8

モンゴル語には内面的な美しさという
素晴らしいものがあります。

それだけを感じて理解できる言語感覚という
ものが、今の私たちに足りていません。

S. ドラム氏はバヤンホンゴル県の遊牧民の家庭に生まれました。1973 年にモンゴル国立大学モンゴル語・文学部を
卒業してから教師として同大学で 43 年間勤め、高等教育分野に 45 年間携わってきました。彼のモンゴル語と文化
を母国のみならず世界に広げ、モンゴル研究の促進への貢献が評価され、モンゴル教員功労賞を受賞しました。

れてしまう。例えば、外国にモンゴル人の子どもが
いて、モンゴル語を話さず育つとします。その子ど
もたちにはモンゴル人としての「国民意識」はあり
ますか？
ドラム :　ある程度あります。しかし、このくらい
という基準はありません。それは誰も特定すること
ができません。しかしながら、外国にいるからこそ

「国民意識」を持とうという気持ちが大きくなる側
面もあります。国民意識の価値をより感じることが
あります。外国にいるモンゴル人は国民意識が薄れ
ないように努力していますが、その環境の影響は少
なからずあります。

J:　外国から入ってくる文化の流れや活動の中で、
私たちは何に注意しなければなりませんか？
ドラム :　言語とは文化を支える基盤です。言語が
あるからその他の文化的な要素が形成されます。言
語は文化全体の基礎中の基礎と言っても過言ではあ
りません。モンゴル語が存在し、私たちがモンゴル
語を話し、子どもたちがモンゴル語で歌っている限
り、私たちの文化は存在し続けます。ただ、私たち
は母国語の本質とその重要性を子どもたちに理解さ
せ、習得させる必要があります。言語というものは
そう簡単に絶滅するものではありません。

J:　絶滅しない言語の中にモンゴル語が入っている
という話がありました。
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2017 年 3 月 2 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/s-dulam-dulam-sendenjav

リンクにてご覧いただけます。

ドラム :　そのような話があります。聞くととても
嬉しい話です。このように言った人を褒め称えたく
なるくらいです。（笑）しかし、この話はどんな事
実を基準に、何を根拠に言われたかというのは今の
ところ不明です。

J:　言語は人と同様に進化してきています。最近、
モンゴルに外来語が数多く入ってきています。言葉
だけではなく考え方まで入ってきています。外国の
言葉は訳すべきですか？母国語をより充実させるた
めにはどうすれば良いですか？
ドラム :　ボキャブラリーの側面だけを見ると浅い
かもしれません。思考という側面では注意深く見る
必要があります。外国の言葉が入ってきてその言葉
を借用し、時にはモンゴル語として使ってきた歴史
があります。そこには言語法則があるから外国の言
葉を借用することができます。重要なのは、この言
語法則自体が崩れなければ言語は長く存在するとい
うことです。

「クジラ」は世界で最も巨大な動物です。クジラの
体の 70 〜 80％は脂です。ところでモンゴル語でク
ジラをハリムと言います。このハリムという言葉は

「脂」という意味です。私はクジラを獲ったモンゴ
ル人がクジラの体を量ってみて 80％が脂だからハ
リムと名付けようと言ったとは思いません。肝心な
のはモンゴル語の美しさと的確に表現できる能力で
す。他にもう一つの例を上げましょう。競馬の賞が
あります。競馬で３着の馬を「アルワイ・モリ」と
言います。アルワイの意味はスコットランドを起源
にするポニーです。

J:　モンゴル語に存在しない言葉はあまりありませ
ん。これはモンゴル語の素晴らしいところの一つで
すか？
ドラム :　その通りです。さらに言うと、モンゴル
語には内面的な美しさという素晴らしいものがあり
ます。モンゴルの叙事詩、シャーマンの言葉の中に
は内面的な美しさがあります。

その美しさに取り憑かれた人は、まるでギャンブル
にはまった人のようになります。それだけを感じて
理解できる言語感覚というものが、今の私たちに足
りていません。

J:　あなたは言語の内面的な美しさ、それを感じる
こと自体が素晴らしいと言っています。モンゴル語
の内面的な美しさ、その本質にあなた自身いつ気づ
きましたか？
ドラム :　私は学校に入る前には気づいていました。
私の祖父は狩りもする遊牧民でした。とてもお手本
になるような人物でした。祖父がおとぎ話をする時
は、周辺の家の人たちが集まってきて祖父を囲んで
座って聞いていました。そんな祖父の脇に座ってお
とぎ話を聞いて育った、その頃からだと思います。

J:　あなたにとって一番印象に残っているおとぎ話
は何ですか？
ドラム :　ツォーティーン・ツァガーチ・グー（ツォー
トという地の白馬とその子馬についての話）です。
これはモンゴル人なら誰もが知っているおとぎ話
です。このおとぎ話は私に優しい心を教えてくれま
した。優しい心が私の人格形成に大きく影響したと
思っています。この話に出てくる親馬と子馬の会話
から、お互いを愛すること、敵を作らないことの大
切さを感じました。
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　先週火曜日にリオ・ティント社の代表者は首都ウランバート
ルでモンゴルの閣僚たちと非公式の会議をした。この会議で何
について協議したか政府から発表はない。リオ・ティント社が
オユトルゴイ鉱山プロジェクトから撤退するという文書をモン
ゴル政府に提出したというニュースが報道されていたが、D. ス
ミヤバザル鉱業・重工業大臣はそれを否定した。
　リオ・ティント社の銅・ダイアモンド部門の CEO アルノー・
ソイラット（Arnaud Soirat）氏はモンゴルを訪問し、オユト
ルゴイ鉱山の坑内掘り起工式に参加した。その帰国前に G. ザ
ンダンシャタル内閣官房長官と会談した。1 月 23 日にリオ・
ティントグループの取締役がモンゴルに来て首相と会談し、オ
ユトルゴイ鉱山プロジェクトが両者にとって利益のあるものに
するため共同作業チームの設立で合意した。この共同作業チー
ムはある程度活動している。先日も鉱山会社オユトルゴイ社の
社員が日本を訪問して発電所等を見学した。だからこの共同作
業チームの活動成果について話し合われたと思われる。また、
1 月にリオ・ティント社はモンゴルでオユトルゴイ鉱山の他に
活動を広げるためウランバートルに事務所を開設した。その間
にオユトルゴイ鉱山をめぐって関係者が逮捕された。逮捕され
たのはモンゴル元首相 2 人と元財務大臣 S. バヤルツォグト氏、
エルデネス・モンゴル社の前社長 B. ビャンバサイハン氏の 4
人である。逮捕理由はオユトルゴイの契約書に関して職権濫用、
違法に決定を下した、関連企業に優先権を与えたかもしれない
ということである。4 人が逮捕されて１，２週間経つ。勾留期間
は 1 ヵ月なので、その後に彼らからコメントがあると期待して
いる。
　しかし、この件に重なって 1 億 5000 万ドルの罰金をオユト
ルゴイ社に科している。オユトルゴイ社は 2009 年に設立され
た。税務庁は同社の 2010 年、2012 年の業務報告書に対して
既に 1 億 3000 万ドルの罰金を科した。そのうちの 3000 万ド
ルを支払ったことは当然だが、残りの 1 億ドルの支払い方法で
リオ・ティント社とモンゴル政府の合意が得られなかった。そ
の後 2015 年に残りの１億ドルについてリオ・ティント社とモ
ンゴル政府がドバイで契約書に署名した。ドバイでの契約書の
署名の後に 3 年間止まっていたオユトルゴイ鉱山の坑内掘りプ
ロジェクトが動き始めた。しかし、この 1 億 5000 万ドルは
2013 〜 2015 年の業務監査について科している罰金である。
これは香港の仲裁裁判所に申し立てされることになるだろう。
理由は罰金の支払い方法を明確にできず、なおかつ契約書に署
名した人物を逮捕しているからだ。
　オユトルゴイ社は設立されてから 15 億ドルの税金をモンゴ
ルに納税している。今年の第 1 四半期だけで 5000 万ドルの

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22日

リオ・ティント社とモンゴル政府会談

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

B. ブルガン氏刑事事件で起訴
　4 月 19 日 S. ゾリグ氏（モンゴル民主化運動のリーダー、政
治家）の妻 B. ブルガン氏が刑事事件で起訴されたと検察庁が公
表した。今回は S. ゾリグ氏の暗殺事件に関する新しい証拠書類
が見つかったという理由で被告人として逮捕された。彼女の弁
護士は B. ブルガン氏が秘密保持の宣誓書に署名させられたと
言ったが、検察庁はこれを否定している。以前も B. ブルガン
氏は拘留され捜査を受けていた。今回、検察庁は被告人として
逮捕しても拘留せずに取り調べをすることになっている。S. ゾ
リグ氏殺害に関わった 3 人の被告人は依頼を受けて殺害したと
言っているが、誰から依頼されたかは未だに述べていない。
　一つの事件を 20 年以上も捜査して明らかにできないという
のは、裁判にどんな人たちが関わっているのか分からない。U. フ
レルスフ内閣はこのように真相が明らかにされない多くの事件
を諜報庁から警察庁或いは検察庁に捜査権を移すと言ってい
た。移すプロセスが始まって 5 ヵ月後に S. ゾリグ氏の妻 B. ブ
ルガン氏に秘密を漏洩しないよう宣誓書に署名させ、その翌日
に被告人として起訴している。この事件に関して 74 ページに
及ぶ書類が機密文書とされており、公開されていない。妻を被
告人として起訴したということが、事件に関する全ての文書が
国民に公開されないという疑いをもたらしている。

税金を納税している。今年は国に 2 億ドルの税金が納税される
とのこと。この数字は去年より 2000 万ドル多い。2017 年に
この巨大プロジェクトが実施されたことによって 1 日当たり
50 万ドルがモンゴル政府に入っていたということは注目に値
する。
　オユトルゴイ鉱山プロジェクトを止めることは不可能であ
る。既に坑内掘りだけに 100 億ドルも資金を投資している。こ
のプロジェクトをオユトルゴイ社以外が続けて行くことは不可
能である。問題は、目先のことにとらわれず長い目でみる必要
がある。今後必要に応じて契約書を改善していくことが可能だ。
オユトルゴイ鉱山プロジェクトの業務を停止することなく進め
ていき、必要な資金を投資していくことは両者にとって利益が
あると思う。なぜならばこのプロジェクトが 14000 人の直接
雇用と間接的に関わる約 50000 人の生活に繋がっているから
だ。
　トロント証券取引所に上場しているターコイズ・ヒル社の株
価は 4 月 9 日、モンゴル時間で 10 日の逮捕をうけて 3.1 ドル
から 2.9 ドルに下がった。これは投資家たちがモンゴルで何が
起きているかを慎重に見ていることの表れだ。
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デファクトレビューの一部を省略しました。

http://jargaldefacto.com/article/defakto-toim-2sh18-sh4-22

モンゴルテレビ報道機関フォーラム

にてご覧いただけます。

レビュー全文を

　視聴者の利益、知的財産権をテーマに 5 回目となるモンゴル
テレビ報道機関フォーラムが開催された。私はこのフォーラム
の前半に参加した。国民の 80 〜 90％がテレビからマスメディ
アの情報を受け取っている。マスメディアは第四の権力とも言
われる。しかし最初の 3 つの権力を堕落させたのはマスメディ
アかもしれない。だからその 3 つの権力を堕落から脱却させる
のもまたマスメディアであるべきだろう。
　モンゴル人は 1 日平均 3.6 時間、休日は 5 時間テレビをみて
過ごしている。これは私たちの自由時間というものが、どのく
らい自由でなくなったかを計る一つの指標だ。4 〜 17 歳の子
どもたちは平日 2 時 36 分間、休日 3 時間テレビを観ていて、
これはほぼ大人と同様である。子どもたちは主にアニメーショ
ンを観ている。しかし、アニメーションの 96％は外国のコン
テンツなのだ。まるで私たちは家にいながらモンゴル人ではな
く、アメリカ人を育てているようだ。どうしてだろうか。
　テレビ番組の構成では通常のテレビ放送とケーブルテレビの
違いが無くなっていると言われている。全てのチャンネルで
映画、音楽が流れている。そこでスポーツ番組や子ども番組で
多様化し、チャンネルは放送目標を達成している。しかし、娯
楽番組は需要を超えていると指摘された。映画、特に海外ド
ラマがテレビコンテンツの大半を占めている。しかし、モンゴ
ルのドラマが占める割合は低い。映画に関してモンゴル映画は
49％、アメリカ映画は 32％を占めている。歴史や文化などの
ドキュメンタリー番組は需要が高い割に供給が少ないコンテン
ツだと言われている。
　モンゴルには約 470 の報道機関がある。その 70％を元政治
家や現職政治家が所有している。報道機関が政治化された結果、
放送業界で働く人の給与は非常に低いようだ。放送業界には

飲料水の供給
　4 月 20 日、国連特別報告者であるレオ・ヘラー氏が、モン
ゴルの水の安全と衛生環境について調査した結果を公表した。
この調査結果によると 34 の村で水質は基準を満たさず、地方
の 56％は衛生設備が整っていない。国連は水と衛生設備の利
用は人権の一つとみていて、ゲル地区の飲料水の衛生状態は改
善を要するとアドバイスをしているのだ。また企業は汚水処理
にかかる費用を負担すべきだが、現状は何もしていない事を市
民社会機関が報告した。
　報道機関は自分たちにとって利益のある事のみを報道し、利
益が無い場合には沈黙しているので、今回「水問題が深刻化し
ている」と外国人から指摘されたのだ。
　ウランバートルの人口のほとんどは下水設備の整っていない
ゲル地区に集中している。集合住宅の住民は一日 200 リットル
の水を使用しているが、ゲル地区の住民は一日に 10 リットル
しか使用していない。理由は水を容器などに入れて運んでこな
くてはいけない事と、300 世帯に一つしか井戸が与えられてい
ないからだ。政府はこの報告をどう受け止めているのだろうか。
ゲル地区を減らすための住宅への移住がなぜ進まないのか。な
ぜ、4 万戸の住宅が空いているにもかかわらず、20 万世帯が地
面に穴を掘ってトイレを作る生活を強いられているのかという
事をこの特別報告者が訴えている。上下水道の問題を解決せず
に今後の発展はない。これから春から夏になり、街に異臭が漂
うようになるだろう。空港ではその匂いが観光客を歓迎するよ
うになる。

　この事件はエルデネト鉱業に関する多くの問題を覆い隠して
いる。事件の捜査は再び長引き明らかにされないと思う。この
事件は内閣、Ts. ニャムドルジ法務大臣の権力や能力を超えて
いるようだ。とにかく、今分かっていることは S. ゾルグ氏は暗
殺された。彼の妻は事件当夜トイレで縛られていたということ。
その他のことに関してはどれが本当か、どれが嘘かを未だに私
たちは掴めていない。この事件の真相を明らかにするように歴
代の内閣に求めてきたが、どれも明らかにできていない。これ
がモンゴルの民主主義を阻む巨石となって私たちは前進できな
い。他の重大な事件が起きる度に国民の注意を逸らすため、意
図的にこの事件を取り上げているのではないかともみえる。こ
の事件が他に取り上げられている問題と何らかの形で関連して
いるのか、それとも私たち全体を監視している影の権力が存在
するのか、重要な時に裏で働きかける指導者がいるのかという
疑惑もある。

2500 人が務めていて、その内のほとんどが 24 〜 39 歳の若
者であり、平均月給は 60 万から 100 万トゥグルグである。だ
からこの分野は利益がないままだ。ウランバートル市民は 1 日
の 20％をテレビの前で過ごしている。マスメディア市場は約
470 億トゥグルグであり、そのうちの 60％をテレビが占め、
総額 290 億トゥグルグを 100 社のテレビ局で分けている。こ
れでは十分な給与を確保する事は出来ないのだ。政府高官全員
が報道機関を所有できるようになっており、その所有している
テレビ局を通して自分たちの政党や政治活動を声高に褒める手
段にしている。この分野で働く人たちの専門能力向上のために
何も貢献していない。このような行為を止めるために、直接的
間接的を問わず誰が報道機関を所有しているかを公表する必要
がある。さもなければ報道機関は公共のためではなく政治家の
手足となり、政府は国民の為でなく自分たちを養っている数社
のために働くことを止めないだろう。
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