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モンゴル政府と国際通貨基金の間で
2020 年までに外貨準備高を 30億ド
ル増やすという協定書があります。
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2010年に国が直面している課題を政府、市民、研

究者が一堂に会し、協議する場として NGO モンゴ

ル経済フォーラムが設立された。このフォーラム

は社会活動 NGOとして設立された国家登録機関（登録番号

9071012038）でもある。発起人は元首相 S. バトボルド、元

大統領顧問 P. ツァガーン、元鉱物エネルギー大臣D. ゾリグト、

元教育文化科学大臣 Yo. オトゴンバヤル、元財務大臣 S. バヤ

ルツォグト、元外務大臣 J. ザンダンシャタル、元国家開発・改

革委員会会長Ch. ハシチョローン、元外務省事務次官D. ツォ

グトバートル、元国会議員 Ch. サイハンビレグ、D. エンフバ

ト、S. オユン、民間企業のテンゲルフィナンシャルグループ社

Ch. ガンホヤグ社長、ハスリーシング社D. ジャルガルサイハン

社長といったメンバーだった。このNGOの定款によると代表

はモンゴル国首相が務め、その他のメンバーはその肩書ではな

く個人参加とするように定められている。

フォーラムの成果
　開催が見送られた2017年を除いて、毎年モンゴル経済フォー

ラムは政府主導で開催されてきた。運営資金は国家予算や民間

企業の協賛、参加費などで賄われる。全体会と特定の分野ごと

の分科会形式で国会議事堂の中で行われてきた。経済フォーラ

ムは課題解決のためのソリューションを決定する機関ではな

い。協議内容を課題への勧告とするものである。

　政権が変わる度にフォーラムの顔ぶれが変わり、過去 8年間

で 5人の首相が代表となった。フォーラム自体は年々盛り上が

りを見せているが、せっかく協議しても課題解決への取り組み、

結果報告は不十分なままだ。

　モンゴル経済フォーラムの成果を図るものが一つあるとする

と、それはモンゴル経済の競争力が向上しているかどうかであ

る。経済競争力を向上させるためには、最低でも次の 3つの改

善をしなければならない。

モンゴル経済フォーラムと その成果

‐ 財産権保護
　財産権の保護は自由市場経済の基礎である。私有財産は公共

財産と同様に保護されていなければならない。財産権保護と市

場経済の自由度を評価している米国ヘリテージ財団の経済自由

度指数では、モンゴルは 2010 年に 60点で 179 ヵ国中 88位

だったが、2018 年は 55.7 点で 180 ヵ国中 125 位となり、

順位が 37位も下がっている。

https://www.heritage.org/index/

　この 8年間で鉱業関連の国営企業は成長したが、実態は債務

超過に陥っている。その業績不振の国営企業へ、直面する他の

問題を解決するための資金を充ててきた。ボグド山、ザイサン、

ヤールマグ、トール川岸周辺という公共の財産である土地が、

有力者によって盗まれてきた。今や自然環境を自然環境省から

守らなければならない事態となっている。

　公共財産の横領や賄賂に関する事件が数多く報道されるが、

しばらくすると真相は闇に葬られることが常態化している。法

律は権力者に支配されない、法律を尊重すべきという根本が崩

れている。裁判所が政治に支配されるようになって随分長い時

間が経った。立法機関と司法機関がお互いを監視して制度のバ

ランスを保つということが成り立っていない。国会議員の 4分

の 1が内閣の職務を兼務していて、彼らは「ダブハル・デール

テン（重ね着した者）」と呼ばれる。交互に、時には共同で政権

を握ってきた 2つの政党の間には、もはや思想信条の違いはな

くなってしまった。

‐ 自由価格
　自由経済において最も重要な「価格」は、市場ではなく、政

府によって決められてきた。こうしたことにより政府が大きく

なり、市場競争が縮小し、腐敗が拡大し続ける。

　どの国でも消費財の価格とその変動は、その国の経済のバロ

メーターとして信頼されるべきものである。
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2018 年 5 月 21・22 日に開催された
モンゴル経済フォーラムに宛てた書簡

　財産を盗まれ、奪われる確率が高い国では、人々は自分の財

産を隠して表に出せない。しかし、お金というものは経済活動

において循環し、動いてはじめてその価値をあげるものである。

市場経済では相互に利益をもたらす取引を行っていなければな

らない。価格を誰がどのように決めているかで、その国の公正

さや腐敗の有無がわかる。

　需要と供給のバランス、公正に決められた価格は、経済の参

加者、特に投資家や消費者が正しく価値を見極める指標となる。

この指標がどこに、何が、いつ過剰なのか或いは不足している

のか、そこにどんな可能性があるのかを疑念なく見ることがで

きる。

　国民を守るため、ビジネスの支援という名の下で価格を設定

し規制することは、国民のためではなく政府や権力者のためで

あり、彼らが財産を掠めるのに都合が良いのである。

　消費財の価格を監視し、国民を富裕層から守るという大義名

分の裏に私欲を満たす目的を隠す者がモンゴルでは増え続けて

いる。

‐ 公共のガバナンス
モンゴルの経済危機は経済ではなく、政治に原因がある。

国際NGOトランスペアレンシー・インターナショナルが発表

する世界各国の腐敗認識指数で、モンゴルは 2010 年に 10点

満点評価で 2.7 点となり 178 ヵ国中 116 位の順位だったが、

2017年に100点満点評価で36点で、180ヵ国中103位となっ

ている。

https://www.transparency.org/cpi2010/results

腐敗がある国の政情は不安定で経済危機が継続し、民間企業の

競争力は弱く、貧富の差が拡大する。また国内安全保障に対す

るコストは高くなる。

　成功したビジネスマンが政治家になり、そのビジネス分野に

は自由競争がなくなる。今日では酒販・タバコ・鉱業・建築・

金融の各分野は、法律を策定する政府の権力者に握られている。

これは重要な商業分野で自由競争がなくなり、外国からの投資

が入って来なくなることを意味している。

　モンゴル人である私たちは、腐敗というものが社会の癌、発
展を妨害するものであり、腐敗の源は政党の資金調達と関連し
ているということを、25年間歩んできた民主主義の道のり、
数多くの選挙を経験し理解している。
　腐敗が減少しないのは、政党自体が腐敗に溺れ、政権を握る

政党がモンゴルのガバナンスを弱体化させ、不安定なものにし

ているからである。また、司法機関は政治に支配され、報道の

自由が弱いことにも関係している。

　選挙法、政党法、国家公務員法の改正が必要不可欠であるこ
とを、今の国会議員は良く理解している。しかし、法改正を急
がず、わざと遅らせている。
　このように法律の施行、評価、報告、監視、責任追及に関す

る規定は不明瞭かつ不十分であることを過去から見ることがで

きる。法律の不備を利用し、政党は様々な方法で多くの資金を

調達してきた。資金集めに貢献した者にはポストを与え、事業

入札では見返りに便宜を図ってきた。

　政党内で集めた資金の規模で派閥と言われる政治ビジネスの
組織があり、それらの派閥が政権を交互に握るようになった。
　政党に納めた資金が高い利益で戻ってきたかどうかによっ

て、政権内での派閥の序列が決まり、利益を戻せなかった場合

は崩れ去る。権力が崩れた場合、内閣は様々な理由をつけて解

散し、次の派閥が政権を握ることが慣習となっている。

　この 3つの問題を国民が協議し、理解し、選んだ政治家、つ

まり政権に透明性を要求し、監視できるようになって初めてモ

ンゴル経済は競争力を持つようになる。

　それまでモンゴル経済フォーラムを毎年開催し、協議して導
き出したことを実際に行動に移すための努力を続けることが、
この経済フォーラムの最大の目的となる。
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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

G. ボムチメグ
モンゴル経済分析研究センター代表

J（ジャルガルサイハン）:　あなたはイギリスのマンチェス
ター大学で経済理論学修士号を取得しました。過去にはモ
ンゴル銀行に数年間勤め、研究モデルを作りました。あな
たは 2017 年前半のモンゴルのマクロ経済状況をどのよう
に見ていますか？
ボムチメグ :　経済成長率は伸びています。長期間経済が低
迷した後に急成長が見られました。主な要因は石炭の採掘
と輸出です。しかし、鉱業分野の成長率は 4％低迷したとい
う調査があります。これはオユトルゴイ鉱山の精鉱品質が落
ちたことが原因です。採掘された石炭はコークスに精鉱さ
れます。精鉱が増加することによって製造業の指標が上が
ります。石炭輸送も増加するので輸送分野の指標も上がり、
輸送にかかる燃料費も増加するので、貿易が活発化するな
ど経済に良い影響を与えます。経済成長をもたらしたもう
一つの要因は、製品に対する課税で政府の予算収入が増え
たことです。費用という側面で見れば投資は前年同期比で 2
倍増え、輸出は 30％、輸入は 50％増加しました。これも
注目すべきことです。また、6 期連続して減少していた家計
消費支出は、ここにきて上昇に転じました。これは景気が
回復している兆しです。

J:　価格はどうですか？
ボムチメグ :　物価上昇率は 3.4％と安定しています。家計
消費支出が上がり、経済活動が活性化するにつれて価格は
上昇圧力を受けます。しかし現在は、為替レートが安定し
ていることがこの上昇圧力を抑えているのかもしれません。

J:　オユトルゴイの精鉱の品質低下について正式な情報はど
のように出ていますか？
ボムチメグ :　オユトルゴイ社は自社のウェブサイトに
2017 年の精鉱状況について載せています。精鉱品質が高い
時と低い時があります。

http://jargaldefacto.com/category/8

モンゴル政府と国際通貨基金の間で 2020 年までに外貨
準備高を 30億ドル増やすという協定書があります。

現在はそのための取り組みを
急ぐ必要があると思います。

G. ボムチメグはモンゴル国立大学経済学部を卒業しました。その後マンチェスター大学で経済理論修士号を取得しま
した。世界銀行、アジア開発銀行のモンゴル支局で顧問を歴任しました。2014 年から経済ニュースの解説者として
活躍。現在は経済状況やビジネス環境について研究する「モンゴル経済分析研究センター」の代表を務めています。

今年は精鉱品質が低い時期に入っているところです。その
ため精鉱の量が同じでも、銅精鉱と金精鉱の急減が国内の
鉱業分野低迷につながっていると見えます。

J:　マクロ経済のもう一つの指標は雇用です。失業率をどう
見ていますか？
ボムチメグ :　失業率は下がりました。一時期 11％に達し
ていましたが、今は 8.6 〜 9％となっています。失業率は
大幅に改善した様子が見られます。雇用も増加しています。
雇用増加につれて給与も上がります。実際に基本給は 10％
上がり、鉱業分野における経費の大半は労働者の給与が占
めています。鉱業分野における平均給与は 24％上がったと
いう数字もあります。しかし、他分野の給与はまだ上がっ
ていません。政府は公務員の給与を上げないと発表しまし
た。だから今後、給与の増加は進まないと思われます。

J:　他方では、国際通貨基金のプログラム実施によってモン
ゴル政府は税金の引き上げをしました。そのうち、労働者
と雇用主の社会保険料を 1％引き上げ、所得税などを引き上
げました。これは新規採用においてどの様な影響を及ぼし
ていますか？
ボムチメグ :　社会保険料、個人所得税は労働市場におい
て真っ先に影響を及ぼす税金です。しかし、景気も回復し
ているので、どちらかと言えば景気回復の影響が大きいと
みています。付加価値税は消費が発生した時に生じますが、
社会保険料、個人所得税は労働市場において大きな変化を
もたらすため、経済構造に大きな影響を与えます。

J:　最近の為替レートはモンゴル通貨：トゥグルグにとって
良くなっています。その結果、モンゴル銀行の外貨準備高は、
外国からの資金流入で変わったようです。モンゴルトゥグ
ルグ対米ドルの現在の為替レートは 2300 トゥグルグです。
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2017 年 7 月 19 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/g-bumchimeg-bumchimeg-gungaa
リンクにてご覧いただけます。

モンゴル銀行が将来に渡り透明でなければなりません。そ
うして貸出金利が下がります。これを省き強制的にどちら
かの金利を引き下げた場合は「バブルが弾ける」のと同じ
作用が生まれます。もし、私たちがトゥグルグの金利を強
制的に引き下げてしまうと、多くの人がドルを買いドル建
て預金が増えます。また、規制してしまうと現金を家で保
管してしまいます。ですからマクロ経済では全体のバラン
スが重要となります。

J:　次の問題は、銀行の金利を引き下げるために外国の銀行
を受け入れることについてどう思いますか？
ボムチメグ:　問題は外国の銀行がいつ参入してくるかです。
外国の銀行を受け入れるために私たちはまずルールを決め
なければなりません。どういった形が私たちに有意義なの
かを考え、私たちに利益をもたらす選択をしなくてはなり
ません。外国の銀行がモンゴルに入ってきて良いか、悪い
かということではないのです。次に貸出金利の引き下げが
可能になるかと言えば、短期間で貸出が増えるので金利は
下がります。また為替レート下落の圧力が少なくなります。
しかし、外国の銀行が参入した途端に金利が下がるという
ことではありません。シンガポールの貸出金利は 2％ですが
モンゴルはこれと同じ水準にはなりません。これはその国
のリスク状況によるものだからです。私たちの根本的なリ
スクを減らしてから、貸出金利を継続して下げる可能性が
出てくると思います。

J:　他方、中国銀行（Bank of China）など国有銀行につい
てです。このような国有銀行は本来の目的から離れた取引
をした場合、どうなるかが話題になっています。このこと
についてあなたはどう見ていますか？
ボムチメグ :　中国の対外政策は拡大しています。積極的に
国有銀行が海外に支店を開設しています。例えば、アフリ
カ諸国での外国銀行最大手の殆どが中国の銀行です。中国
の国有銀行は比較的リスクが高いところに入って来ている
かもしれません。モンゴルに支店を置きたいと言う国有で
はない銀行はありますか？だから国有ではない銀行をどの
ように誘致するかを考える必要があると思います。

この状況はどのくらい続くと思いますか？短期及び長期的
にどうなると思いますか？
ボムチメグ :　1 年前、モンゴル銀行総裁は外貨準備高がマ
イナスになったと発表しました。現在、モンゴルの公式な
外貨準備高は 12 億ドルです。しかし、私たちは中国政府に
17 億ドルの通貨スワップの負債があります。言い換えれば、
私たちには外貨準備高が無いに等しいということです。こ
の状況下で、モンゴル銀行が外貨準備高の積立を始める代
わりに為替レートを上げていることが良く理解できません。
モンゴル政府と国際通貨基金の間で 2020 年までに外貨準
備高を 30 億ドル増やすという協定書があります。現在はそ
のための取り組みを急ぐ必要があると思います。

J:　外貨準備高を増やしたい、トゥグルグのレートを維持し
たい。だから銀行の活性化を図ろうと政策金利を 14％から
12％に引き下げました。この政策金利が対ドルレートにど
のように影響すると思いますか？
ボムチメグ :　政策金利の引き下げは経済を拡大させ、為替
レート下落に影響します。景気回復のために政策金利を引
き下げたと言っていました。以前、政策金利を引き上げる
際には為替レートの下落を避けるためだと言っていました。
ですから今回の政策金利引き下げは状況が異なるものです。
為替レートの下振れ圧力が下がったので、政策金利引き下
げは比較的リスクが低いことがあり得ます。

J:　モンゴルの銀行預金金利は 14％のままです。貸し倒れ
リスクによって金利を算定して貸出をしています。銀行預
金金利と政策金利の間に「妙な」差が生じています。どう
してですか？預金金利をどのように引き下げますか？
ボムチメグ :　確かにモンゴルでは貸出金利や預金金利は依
然高いままです。例えば、モンゴルと同じく所得が平均以下
の国々を見てみると貸出金利は年平均 15％ですが、モンゴ
ルの場合は 20％です。預金金利は低所得国の平均以上です。
要するにモンゴルの基準金利が高いということです。カバー
なし金利平価（UIP ＝ Uncovered Interest Parity）の計算
式では、トゥグルグの金利はドルの金利＋為替レートの変
動です。ドルの金利とは、政府の債券金利と言っても良い
でしょう。ですから政府の債券金利はリスクの追加という
ことです。これはモンゴルのリスク状況によってトゥグル
グの金利が設定されているということです。また、為替レー
トの変動でも設定されています。貸出金利を引き下げるた
めにどうすれば良いかというと、基本的にリスクを減らさ
なければなりません。つまり財政赤字を減らさなければな
らないということです。
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　先週は航空・鉄道輸送に関する 2 つの出来事があった。1 つ

は、韓国のウェブや新聞に「今日まで 19 年間ウランバートル -

ソウル間で MIAT モンゴル航空と大韓航空が特別価格を設定し

運航してきた」と言う報道が流れた。ソウル - ウランバートル

線とソウル - 香港線の所要時間は共に 3 時間 10 分、そして同

じ量の燃料を消費する。しかしチケット代は、ピーク時で 3 倍、

普段は 2 倍も高い価格に設定されている。これを見直すべきだ

と記載されていた。

　この航空独占問題に関してはモンゴルでも度々話題に上がっ

たが、どうにもならなかった。韓国で報道されたところでどう

にかなるものでもない。価格が市場ではなく政府によって決め

られ、民間航空に対する税金も引き上げられ倒産に追い込まれ

た。しかし、MIAT モンゴル航空は国の予算で「養われている」

から、赤字であっても倒産することはない。特に市場を独占す

る国営企業はどんな時でも大きくなり、価格を調整して維持で

きる。

　自由市場における独占とは、市場の過半数以上を 1 社もしく

はグループ企業がシェアしていることをいう。

　独占は、人々の需要に対する供給に関係なく価格を高く維持

できるので、市場にとって良くない。価格競争で他のライバル

企業が倒産した後に、1 社で価格を引き上げてしまう。だから

自由市場において独占に反対する声が多い。モンゴルでは航空

や鉄道、電力、公共交通、エネルギー分野で独占がある。正当

な独占とは、供給者が 1 社しかない時のみである。例えば、モ

ンゴルの場合は電力供給者は１社しかない。

　政府が独占について容認してきたことに対して、市場を開放

して他社を参入させる他に選択肢がないと言われている。担当

大臣及び首相は、航空市場の開放やウランバートル - ソウル線、

ウランバートル - 北京線の路線開放を春期国会で決めると話し

ていた。これはモンゴルだけではなく、韓国の消費者も要求し

ている。実現すればもちろん消費者にとっても有意義なことで

ある。MIAT モンゴル航空が赤字か黒字かは二の次である。

　また、ダルハン第一駅で中国 - ロシア線の貨物列車が脱線す

る事故があった。事故の原因は枕木の腐食である。この脱線事

故は数本の枕木が腐食していたという問題ではない。大問題で

ある。これは、ウランバートル鉄道公社の上級職員の腐敗、ロ

シア・モンゴル両国の内閣のマネジメント能力が低下している

ことが原因である。

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5月20日

独占による危機

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

　鉄道事業の開放を図らない限り、両国内閣の適切な対応を

待っているだけでは問題解決にはならない。穀物を積んだ 7、

8 台の車両が脱線した。もしこれが客車だったらどうするか？

誰が乗客の安全を保障できるのか。貨物列車による輸送能力は

年間 2400 万トンだ。2014 年に初めてこの 2400 万トンに達

したことがある。この輸送能力を増やす話が出ている。しかし、

その前に 2014 年 9 月に何が起きたかを思い出す必要がある。

モンゴル側から元道路輸送大臣 A. ガンスフ、ロシア側からは

株主代理人ウラジミールヤクニンの 2 人がウランバートル鉄道

の改革、開発戦略協力について協議し署名した。当時は、プー

チン大統領とモンゴル前大統領 Ts. エルベグドルジが同席して

いた。この協議では既存の鉄道線の貨物輸送能力を年間 1 億ト

ンにする。また、ウランバートル鉄道の電化を進め、サルヒト、

エルデネトの鉄道線を北西に延伸してトゥヴァ共和国の首都ク

ズルと繋ぎ、ロシアの鉱山製品をモンゴル経由で中国に運ぶ新

しい路線を作る。モンゴルを経由する鉄道輸送量を増やすため

に、ボグドハーン新鉄道建設に協力することで合意していた。

この合意は 2014 年に成立したが、今は既に 2018 年になって

いる。このまま合意事項が全く履行されない場合、誰が責任を

負うのか。

　公正競争・消費者保護庁は政府機関だから口を閉ざしたまま

だ。鉄道という大きな事業に関しては政府を恐れて何も言わな

いようだ。本来、政府というものは国民の下僕であるべきだ。

国民のボスではない。

　ロシアの他に鉄道の軌間が広い国はフィンランドとモンゴ

ル。フィンランドは鉄道市場の開放を進めているようだ。客車

サービス会社、鉄道修理サービス会社、鉄道固定資産会社、鉄

道流動部品・機械設備会社の 4 つに分社化している。段階的に

開放を進め 8 年間で独占を破るようだ。
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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-sh5-2sh
にてご覧いただけます。

レビュー全文を

7 県を農業特区にする
　保健医療分野の組合や団体が集まり、デモを行った。保健医

療分野に従事する者たちの要求は、公正な勤務評価である。彼

らの要求に増給という形で応じるのではなく、成果に応じて給

与を計算するシステムを作る動きが浮上している。担当大臣は

この要求に対して全面的に応じたいと意思表明をした。

　モンゴルは広い国土に対して人口が少ない事が問題でもあ

る。フィンランドの国土面積はモンゴルの 5 分の 1 であり、人

口は 550 万人。フィンランドは 12 の県に分かれていたが、つ

い最近 6 つの県に統廃合された。その理由は、医療サービスを

提供する上で現実的な対策の一環である。フィンランドの議会

は一院制なので、内閣が権限を持ち、地方は政府から与えられ

た権限を実施する形だ。フィンランドは地方行政の役割を増や

した。モンゴルの保健医療分野における問題は、実施権が政府

に集中し過ぎていることと関係している。過度な政府行政への

権限集中は、その税額で現される。

　一方、保健医療サービスの原資は国の予算と健康保険である。

健康保険は言わば会社の資本である。健康保険が機能せず、集

めた保険金の運用権を握る人たちが裕福になった。医療業務が

進歩しないから、その資金を全く関係のない人たちに渡してき

た。その全く関係ない人たちが裕福になった。今では供給者と

消費者が 1 つになっている。自分の右手から左手へお金を渡し

ている。

　内閣は地方自治体の提案を受け、7 県 63 郡を「農業特区」

にする決定を出した。農業特区の対象となった郡の殆どがアル

ハンガイ県、ヘンティ県、セレンゲ県、トゥブ県にある。農業

特区とした主な目的は、自然環境保護、放牧地・農業地に関す

る規制、家畜による利益増加、農業地問題の調整をすることと

なる。

　18 世紀イギリスでは、羊のウールを原料とした生地の製造

が利益を生んでいたため羊の頭数が多くなり放牧地の問題が起

こった。問題解決のために税金をかけたことで羊の放牧数を管

理していた歴史がある。イングランドの法律家・思想家トマス・

モアが「羊はおとなしい動物だが、イングランド人を食べつく

してしまう」という言葉を残している。これと同じようにモン

ゴルでは山羊が放牧地の草を食べつくしている。山羊が牧草地

を食べつくして今では人間の食料まで食べようとしている。地

方に家畜の頭数が多くなり、放牧地の砂漠化が深刻な問題と

なっている。セレンゲ県の人口はこの 2、3 年で 3 倍に増加し

た。セレンゲ県はもともと広大な農業特区である。そのため、

農業と畜産業のどちらで生活していくかと多くの人が思案して

いる。農作物が育ちやすい土地には農業を進めていくべきだと

思う。しかし、畜産業は遊牧して営むもので、気候条件にこだ

わる必要がない。しかし農地に入って遊牧しているケースも見

られるようだ。

　今のところ遊牧民と農民の間で対立は起きていない。この土

地問題を解決するために農業特区にすると発表しているが、そ

の背景にある家畜問題を解決しなければならない。解決に当た

り課税、地方自治体の管理機能、それぞれの放牧地における山

羊の放牧数の管理、過剰放牧に税金を高く設定するなどで山羊

の放牧を規制しなければならない。農業特区として発表した地

域では畜産、放牧税を高くする必要がある。家畜を制限し、砂

漠化を食い止め、地方に森林地を広げるために放牧税を徴収す

べきだと思う。

保健医療従事者たちの闘争
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