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社会心理を良くない方向に導いていることは、
非常に憂慮すべきことです。
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地方経済発展の行方

モンゴルは地方経済の発展、首都への人口集中
を減少させるために長い間話し合ってきた。
学者による調査研究に基づき政府はいくつも

の対策を打ち出してきたが、そのどれもが実行されて
来なかった。今は経済活動、人口の大半が首都ウラン
バートルに集中している。IMD 世界競争力ランキング
でモンゴルは 63 ヵ国中ベネズエラと並んで最下位と
なっている。
　モンゴルの国土面積は世界 19 位、人口は 300 万人
である。モンゴルの地方では過疎化が進み、人口は首
都に集中している。国民の 3 分の 1 が貧困層で、4 分
の 3 が穴を掘っただけの仮設トイレを使って暮らして
いる。
　政府は腐敗にまみれ、国民はポピュリズムを求める。
創造より分配、討論より喧嘩にエネルギーを使い、見
た目を重視し中身を軽視するようになった原因は何な
のか？

　モンゴル政府は世紀の節目である 2001 年に「地方
発展の理念」、2003 年に「地方発展の管理調整法」、
2007 年に「国家発展の総合政策」などを国会で決議
した。しかし、これらの法律や政策が実施されること
はなかった。その原因は、自由経済の原則から外れた
過度な政府による市場参入、公共ガバナンスが低下し
法律が不平等で、行政は一握りの権力者のためのもの
となったからだ。
　上記の理念、法律、政策では、地方の力だけでは産
業の自立は不可能であり、地方自治体への国からの交
付金は効果がないことを認めていた。

実現されない

地方の経済発展
　だから今回、経済を地域別に発展させる政策を打ち
出した。まずモンゴル全土を西部、ハンガイ、中央、
東部と 4 つの地域に分け、ウランバートルは独立都市
として発展させる政策だという。
　地方発展の理念には、その目的を「土地と地下資源、
農牧業の保護、人材の地域環境に適した活用、人口や
産業の一極集中の削減、都市と地方の格差是正、地域
間の不公平やアンバランスの改善、すべての地域経済
社会の向上のための迅速な対応、国内外の環境整備を
図ること」と定義している。
　この 20 年で私たちは、このように定義された目的
のどれもが実現されていないことを見てきた。美辞麗
句が並んだそれらの政策を、政府は政治活動プログラ
ムと名付けた。モンゴル政府は、政権が交代すれば前
政権の決定をすべて否定するという特殊な慣習を持っ
ている。
　地方発展の政策が実現しなかった主な原因は、県を
まとめた地域を統合した行政単位にしていないことだ。
また地方自治体に予算、税金、投資などについて自由
裁量を与えていないことにある。
　数県の行政職員が年に数回集まり、お互いが抱えて
いる問題を話し合う地域委員会という組織があったが、
権限も予算も無いため地方発展には至っていない。

空間経済学

　今まで多くの学者たちが地方経済の発展について研
究を行い、議論をしてきた。世界の国々では地理、集団、
価格、都市化という視点に加え、最近では空間経済学

（Spatial Economics）という分析手法を用いて発展へ
のロードマップを描いている。
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　地方経済の発展を考える場合、その地方に人がいる
かどうかより、その地は人が働いて暮らせるのか、産
業が成り立つ環境なのかという都市が形成される条件
を注視しなければならないようだ。そのために地方の
経済、社会の発展を支援できる構造を整える必要があ
る。
　地方への支援を均一化するより、その地域の特徴に
合わせた支援体制を構築すること。市場のニーズに応
じた的確な空間経済をつくる必要がある。
　地方発展政策を打ち出す際には、地域住民の生活水
準、保健医療、教育文化などに満足して暮らせること
を重視することが大切だ。その為には地方間で競争が
できるように、3 〜 4 つの大きな中核都市をつくるこ
とが適切だと思う。人口減少が進んだ郡を合併させ、
いくつかの県の中心地をその地方の中核都市とする。
中央、地方、県、郡、区といった行政単位を改正し、
法律で定義すべきだと思う。
　地方自治体が北のロシア、南の中国両国の経済的特
徴をしっかりと理解して協力すること。地方の都市は
モンゴルを縦断する幹線道路へ接続し、その先に国境
検問所を置くようにする。国内で生産している農作物
を外国から輸入する場合は、両国と同じ様に関税をか
けるべきである。国内の原材料を使い製品を生産し、
内外の市場に挑もうとする民間企業を支援していく。
例えば、地方都市の近郊に家畜の食肉処理や製品加工
工場などの建設を支援するなどだ。また鉱物採掘利用
料の一部を地方に分配する。これは鉱物資源がない地
域にも鉱山収入の一部を交付するカナダの事例を導入
するといいだろう。
　西部地区、ハンガイ地区及び東部地区を高速道路や
鉄道で繋ぎ、地方には大学、総合病院、文化スポーツ
センターを設置する必要がある。そのためには空間経
済学的に有効な工場、サービスセンター、複合産業施
設を建設できる立地条件の策定が急務だ。
　各地方にそれぞれ税源があり、その税金の増減を地
方自治体が独自に行うこと。都市部との収入格差を是
正するために税金を免除し、投資を奨励するなどの対
策をすること。そういった体制が整備されて初めて地
方経済の発展が実現するだろう。

　モンゴルの歴史、文化の背景には遊牧がある。地域
の放牧地をバグ（行政の最小単位）が管理し、家畜頭
数に応じて税金を科すことも必要だ。畜産業の効率を
上げるために機械化を進め、牧畜を産業とすることが
地方経済の発展となる。遊牧民は連携して家畜の健康
維持と家畜伝染病の予防管理を行えば、ビジネスの価
値を高め効率的な取引ができるようになる。ここでい
う連携とは、遊牧民に限らず他分野で経験のある研究
者たちも協力することを意味している。
　自然、歴史、文化遺産がある地域では、それを長所
として観光分野の発展を期待できる。
　バグ、郡など末端の地方自治体にも住民の雇用、生
活を保障できる権限を与える必要がある。
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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

J. デルゲルサイハン
モンゴル金融経済大学の准教授

J（ジャルガルサイハン）:　2017 年上半期 5ヵ月の統計が
発表されました。そこには経済に良好な変化が出ていると
書かれています。数字の上では良好なものはあります。ど
うしてポジティブ、プラス指標が出たと思いますか？この
指標は一時的なものなのでしょうか？
デルゲルサイハン :　ポジティブな指標はあります。しかし、
過去のモンゴル経済の成長は一時的なものでした。同様に
今回出たポジティブな指標も一時的なものだと見ています。
昨年 8月から鉱工業製品において見られる肯定的指標と、
それに伴う他の要因によって今回の指標が出たと思います。
特に石炭の輸出量が増えたことです。銅の輸出量は減って
いました。また、国際通貨基金による調整プログラムが国
内外の市場で好感されたからです。この影響で為替レート
が下がっています。一時的なものでも、私たちはこの状況
を維持することが重要です。モンゴル経済は鉱物資源の輸
出増加と国際通貨基金のプログラム実施によって上向きま
した。今後は鉱物資源の価格下落や外国支援の停止によっ
て再び経済が低迷してしまうことが無いよう、この指標を
維持するように努力しなければなりません。

J:　2008 年の経済危機の後、2009 年に今のような状況、
つまり金融政策の失敗から国際通貨基金による 2億 3千万
ドルのスタンドバイ・クレジット・ファシリティ・プログ
ラムを実施しました。しかし同時に鉱物資源価格が上がっ
たため、モンゴル政府は国際通貨基金から投じられた資金
を返還し、経済援助であるこのプログラムから脱退しまし
た。そして再び経済危機に直面しました。今、鉱物資源価
格が上がっているからと言って、8年前と同じ轍を踏まない
ためには、私たちは何をすべきですか？またあなたはこれ
についてどう思いますか？
デルゲルサイハン :　2009 年にモンゴルの鉱業分野、特に
オユトルゴイ鉱山へ膨大な投資が入って来ました。それが
過熱した経済と政治のポピュリズム化を引き起こしました。
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社会心理を良くない方向に導いていることは、
非常に憂慮すべきことです。

これは経済的損失より大きい。
J. デルゲルサイハンは経済専門家であり、金融投資マネジメントをテーマに修士号を取得しました。モンゴルの国家
予算の適切な政策をテーマに博士研究をしています。モンゴル証券取引所、金融規制委員会、モンゴル証券市場調査
開発協会などで顧問、会員を務めています。最近では、「モンゴル国家予算歳入・歳出の現状、改善方法」という調
査に参加しています。

その状況が私たちを政策的に大きな失敗へと押しやったこ
とを忘れてはいけないと思います。失敗を繰り返さないた
めには、モンゴルの経済を安定的に維持していくための大
規模な改革をする必要があります。それは第 1に政治改革、
第 2に予算改革、第 3に金融改革です。また、経済の多様
化に起因する問題を、調査研究に基づいて政策として解決
することです。私たちは多くの資金援助を受けているので、
これらの改革で成果を出すことができると思います。もし、
あなたが言ったように 2009 年の失敗を繰り返せば、あと
に残るのは多額の債務です。そのため、今回は失敗するわ
けにはいきません。

J:　第 1の政治改革とは具体的にどんなことですか？
デルゲルサイハン :　憲法改正、国会改革などを悪いとは言
いません。しかし私は政府マネジメント、つまり政府機関
を管理している人たちが問題だとみています。もし、政府を
正しい方向に導き、国の利益を最優先に考えて管理するな
らば、知識・能力はそんなに大きな問題ではないと思います。
必要とされる知識・能力は専門家を集めてチームを結成す
れば解決できることです。政府機関の問題の他に、私達の
政府を管理する思考を変える必要があります。つまり今日
よく言われるイノベーション、思考の変化を政府管理レベ
ルで行うべきです。

J:　第 2の予算改革について話しましょう。何を変えるべ
きですか？
デルゲルサイハン :　2010 年以降、予算法、予算安定状況法、
負債管理法などの法案が可決成立しました。残念ながら国
会は法案を可決成立する前に国際通貨基金、その他の機関、
研究者の勧告を全て無視しました。そして成立した法律す
ら守りません。予算を勝手に広げ、国債を増発し、財政赤
字を増やすなど法律を尊重していません。これは政府管理
者の倫理、知識能力、精神の欠如が問題となっています。

4

http://jargaldefacto.com/category/8


2017 年 7 月 22 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/j-delgersaikhan-delgersaikhan-jamsrandorj
リンクにてご覧いただけます。

つまり、これはどれだけ政治的な影響があるかを示す大き
な証左です。選挙の度にモンゴル銀行の総裁を強制的に交
代させる制度になっています。

J:　エネルギー分野は全ての分野の基盤です。しかし、この
分野は他のどの分野よりも多くの赤字を出しています。原
因は、政府が電力価格をとても低く設定したことです。こ
れによってエネルギー関係の活動は常に赤字を出し、その
差額を埋めることを理由に政府関係者が儲けています。そ
して私たちには、自分たちの政策で高価な電力を安価で供
給できているとうそぶいています。あなたはこれをどうみ
ていますか？
デルゲルサイハン :　市場経済の国々には独占禁止法という
ものがあります。過剰な高値が国民生活を圧迫することに
なる独占を認めないことを 1920 〜 1930 年代に議論され
ていました。現在、安価で電力を供給しているというのは、
将来の成長、発展から得られるはずの利益を幾分失ってい
るということです。最近、電力会社は小幅ですが初めて黒
字になったと言っています。これは一部の消費者、特に市
民の電力価格を 2倍に引き上げたからです。もし政府が価
格を維持したければ、技術的により高効率な発電設備を選
ぶべきです。

J:　今のモンゴルでは、公共財産を無価値にすることが少数
の者にとって都合が良い状況となっています。
デルゲルサイハン :　社会心理を良くない方向に導いている
ことは、非常に憂慮すべきことです。これは経済的損失よ
り大きいと思います。

J:　次の問題は、経済の多様化です。これはどうして実現で
きないのですか？
デルゲルサイハン :　非常に残念なことです。私たちは持続
可能な開発の理念、地域別開発、中小企業の支援、経済の
多様化などについて 20年近く話してきました。残念ながら
今日は以前の社会主義時代の経済よりも悪くなっています。
鉱業と農牧業だけの国になりました。産業も発展せず、サー
ビス業の割合が大きくなっています。そのため、資源供給
だけの国になってしまいました。その主な原因は、モンゴ
ル政府には「包括的な計画」がないことです。モンゴルの
長所を活かし、長期に渡る雇用、資源を応用する分野を育
てることができなかった。モンゴル政府はその場しのぎの
決定だけを出しています。

過去 5年間（2012 〜 2016 年）で国は変則的な予算決定
でモンゴル経済に約 10兆トゥグルグの損失を与えました。
この間、途切れた歳入は 5兆トゥグルグになります。歳出
は計画から 7兆トゥグルグ狂いました。財政赤字も同じく
7〜 8兆トゥグルグとなりました。これらの数字を合わせ
て予算計画のみによる経済への圧力は数十兆トゥグルグと
なります。その予算計画よりずれた 7兆トゥグルグの赤字
はそのままモンゴルの負債となり、金融圧力となります。
政府歳入が滞ったら計画していた活動が全て止まります。

J:　第 3の金融政策の改革です。これに関しては何を変え
るべきですか？
デルゲルサイハン:　国際的に広く使われている理論として、
金融政策は独立して経済に応じて拡大もしくは縮小してい
く政策であるべきです。中央銀行は最も効率的に動く仕組み
で独立している機関です。その大きな例として、1990年代
のドイツのブンデスバンクがあります。最近のアジアで言
えば日本銀行です。それらの中央銀行は政府の政策に応じ
ないことができます。これは政府に反対するためではなく、
正しく機能するためです。経済が低迷している時期や成長
している時期に、政治の圧力を受けずに金融政策を実行で
きるようにする制度です。しかし、モンゴルではその正反
対です。特にこの 4、5年は、モンゴル銀行と政府があたか
も 1つの機関のようになっています。モンゴル銀行の取り
組みは政府の政策実施エージェンシーの動きそのものです。
モンゴル銀行は、政府が打ち出した価格維持プログラムを
実施し、その資金調達を行っています。また、ある特定の
政府プログラムにモンゴル銀行が共同実施者となっており、
独立性が損なわれています。これは法律で解決することが
可能です。実はモンゴル銀行の独立性について、法的整備
は国際基準の 75％を満たしているという調査結果がありま
す。しかし、肝心の法律の施行が 30％という結果なので、
先の話に戻りますが、これは制度というより管理に問題が
あると思います。

J:　モンゴル銀行は本来、金融業界を監視すべき機関なのに、
どうして政府の実施エージェンシーのような働きをしてい
ると思いますか？
デルゲルサイハン :　もちろん政治的な圧力です。中央銀行
の総裁には、独立した専門機関から専門性が高い優秀な人
物を任命するのが世界では一般的です。モンゴルでは中央
銀行総裁を政党、つまり国会が任命しています。モンゴル
銀行法では総裁の任期は 6年と定められています。しかし、
過去にモンゴル銀行の総裁でこの任期を全うしたのは 1人
だけです。ほとんどの総裁は 4年で交代しています。4年
というのはちょうど国会議員の任期となっています。
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