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150年前、地中海とインド洋を結ん
だスエズ運河の開通を記念して
ジュゼッペ・ヴェルディが有名

な歌劇アイーダを作曲し、初めて上演したという説がある。
その後この運河はヨーロッパ圏の発展に重要な役割を果た
してきた。
　月曜、世界金融の海へとモンゴルをつなぐ初の「運河」
が開通した。モンゴル証券取引所（MSE）の小さな鐘が鳴
らされ、Erdene Resource Development （ERD）社の上
場が宣言された。　ERD 社はトロント証券取引所に上場し
ていて、今回 6 年の準備期間を経てモンゴル証券取引所に
重複上場した企業だ。モンゴル人は国内外の証券取引所で
より効率的に投資できる機会を得た

利益を得る新しい可能性
　証券取引所で利益を得るには 2 つの方法がある。一つは、
年末の株式配当金を得るインカムゲインである。2 つ目は
株価が安い時に購入し、高値がついた時に売却してその差
額から利益を得るキャピタルゲイン。上場企業についての
情報をいち早く手にした株主が、その株を買い増すか、売
るかを判断し取引することで株式市場が活性化する。
　重複上場企業の場合、1 つの証券取引所における株価変
動がもう 1 つの取引所での株価に影響する。そのため 2 つ
の証券取引所で株式を保有する人はその両方で株式売買で
きる環境を得る。

　2 つの通貨を利用しているから、為替差益を利用して株
式の購入もしくは売却をおこなえる。ウランバートルが朝
になりモンゴル証券取引所の取引が開始する頃、トロント
では夜を迎え証券取引所での取引が終了する。時差が 12
時間あることを考えると、モンゴル証券取引所の後をトロ
ント証券取引所が追うという傾向になるだろう。
　ERD 社は 2000 年にトロント証券取引所に上場した。
2002 年からモンゴルで鉱物資源の探査・開発活動を行っ
ている。現在は金、銀、亜鉛を採掘するアルタンナル鉱山
と、金（推定 20 〜 35 トン）を採掘するバヤンフンディー
鉱山を操業している。アルタンナル鉱山の埋蔵量は既に確
定しており、近いうちに採掘ライセンスを取得できる予定
だ。モンゴルにいる投資家はライセンスに関する情報をい
ち早く知る事が出来るだろう。
　モンゴル人は同社の株を株式ブローカー経由でモンゴル
でもカナダでも購入することができる。この 2 つの証券取
引所のどちらでも株価が上下するかで株式の売買取引を行
い、利益を得ることができる。株式が銀行預金と異なる点
は、大きく利益を得ることもあれば、その逆で大きな損失
を被るリスクもあるということを国民が理解しなければな
らない。
　もし ERD 社がモンゴル証券取引所で上場したことで効
率的に資金調達が可能だということを証明できれば、現在
モンゴルでプロジェクトを進めていて、外国の証券取引所
に上場している 20 社も ERD 社に続くだろう。

世界金融の
海へと続く運河
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　モンゴル証券取引所に上場することで資金調達の可能性
が広がれば、モンゴルの大手企業は銀行から高金利のロー
ンを借りなくて済む。銀行の業務負担は減り、貸出金利を
下げざるを得なくなる。そうなると預金金利も下がり、国
民は証券市場に注目するようになる。
　金融市場が発展している国では、国民が自己資金で株式
を購入することが多い。株式を発行した企業は社内制度を
改善し、全ての活動に透明性がある。そのため、政府も市
場に影響を与えるような衝動的な決定を出し、納税者を破
産に追い込むことができなくなる。国有企業は株式会社と
なり、政府は経営権を握るのではなく本来の調整する役割
に徹するようになる。
　モンゴル政府は重複上場企業の活動支援、株主の権利を
保護するための法律を作り、施行しなければならない。
　モンゴルでプロジェクトを展開し、外国の証券取引所に
上場している企業は、ほとんどが鉱業分野の企業である。
資金がないモンゴルでは、外国からの投資を誘致するこの
分野に国民が直接投資する機会は今までなかった。
　鉱業企業の活動が以前より透明になっている。しかし、
収入配分における腐敗、法律で定められた地方への鉱物資
源利用料金が交付されないなど、まだまだ鉱山会社に対す
る地元住民の反感は根強い。
　地方住民への意識を変えるため、彼らの利益を保護する
目的で鉱山会社は国に税金を納め、様々な形で地域社会の
発展に寄与している。ERD 社のモンゴル証券取引所上場に
よって、モンゴル人の鉱業分野に対する見方が変わると思
う。見方が変われば、モンゴル人は鉱山会社を疑念の対象
ではく、協力してリスクを共に背負い、恩恵を共に享受す
るようになる。これは鉱業が基盤であるモンゴル経済の発
展において大きな強みとなる。

　そうなればモンゴル証券取引所で株式を購入する外国人
も増える。株式取引も一段と活発化し、時価総額も増加す
る。鉱山会社の活動が透明になり良い制度が構築される。
これによりモンゴル人は商業銀行に預けた資金を証券取引
市場に回すだろう。

貸出金利が下がる

　モンゴル証券取引所の鐘の小さな音が世界中に響き渡
り、大草原のモンゴルを世界の金融市場につなげる新しい
運河が開通したことを知らせてくれた。
　モンゴル金融市場の新しい時代の幕開けだ。
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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. アリオン
NGOモンゴリア・コネクションズ設立者

J（ジャルガルサイハン）:　あなたはNGOモンゴリア・コ
ネクションズの活動を通じて、ここ数年モンゴルとアメリ
カの人々を繋いでいます。特に博物館関係の活動に取り組
んでいます。その活動について紹介して下さい。最近の活
動内容はどういったものですか？
アリオン :　2012 年にニューヨークでNGOモンゴリア・
コネクションズを設立しました。ご存知のようにニューヨー
クは金融経済の中心地であるほか、文化芸術の都です。モ
ンゴリア・コネクションズの目的は、モンゴルとアメリカ
の懸け橋となり企業へのコンサルティングを行うことです。
特に文化芸術、観光、カシミアなどの事業を展開している
両国の企業に対し、それぞれにコンサルテーションを提供
することです。ニューヨークには、モンゴル企業とビジネ
スを展開するアメリカ企業は多くありません。しかし、文
化芸術や観光、特に博物館を通じての文化教育プログラム
を実施したいという要望を多く受けます。私は人材開発の
仕事をしていた経験もあり、今のモンゴルでは文化芸術の
マネジメント、特に博物館のマネジメントは必要不可欠で
あることに気付きました。モンゴルの発展のために人材能
力を向上させる必要があると思いました。また、私はアメ
リカで博物館での仕事に就いていたため、博物館が一般の
人、子どもや若者に向けた教育プログラムを提供する重要
性を知りました。ですからモンゴルの博物館関係者をアメ
リカの博物館関係者と繋ぎ、モンゴルの博物館の職員をア
メリカで研修させる活動に取り組んでいます。

J:　その活動について具体的に話を聞かせて下さい。
アリオン :　私たちは 2012 年から様々な活動をしていま
す。私がモンゴリア・コネクションズを設立した当時、ア
メリカの博物館協会から「今までモンゴル人を採用したこ
とがない。私たちは博物館の対外関係をより進展させたい。
私たちにモンゴルの博物館関係者を紹介して頂けませんか」
という提案がありました。私はその提案を受け、モンゴル
博物館協会を紹介してその橋渡しをしました。
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博物館の目的は、歴史文化の有形及び無形遺産を
保管し人々に公開することから、

今日では歴史文化における知識を多くの人々に
教育する場となっています。

S. アリオンはカリフォルニア州オークランドにあるミルズカレッジで組織開発と人材を専攻して経営修士号を取得し
ました。2010 年までカナダのセンターラ・ゴールド社などの鉱山会社に勤めていました。2010 年からアメリカに
移住し、2012 年から NGO モンゴリア・コネクションズを設立して活動中です。

その結果、モンゴルの博物館から毎年職員を 1人アメリカ
で研修させるようになりました。アメリカ博物館協会は、研
修にはなるべく博物館の上級職員の参加を希望しています。

J:　この活動に対するモンゴル側の反応はどうですか？
アリオン :　モンゴルから研修に参加を希望する人の推薦状
や書類作成のサポートをします。私は応募者の書類選考を
して 3人に絞り、書類をアメリカ博物館協会に送ります。
彼らがその中から最終決定をしています。今まで 5人の人
が研修に参加しました。その中には地方からの参加者もい
ます。今後、私たちは博物館の教育プログラムを担当する
職員を研修に参加させたいと思っています。しかし、この
研修活動で直面している問題が 1つあります。それはモン
ゴル人の外国語能力です。

J:　アメリカでは博物館が市民向けに多様な教育活動をして
います。これに就学年齢の児童は必ず参加するようになっ
ています。子どもたちに博物館を見学させる主な理由は何
ですか？モンゴルの教育において博物館の役割とその重要
性は何ですか？
アリオン :　まず、アメリカの博物館の歴史を簡単に説明し
たいと思います。アメリカでは、博物館を作る目的が歴史
の調査研究、市民に対して文化遺産、歴史的文書を広く知っ
てもらうためでした。そのために博物館での教育プログラ
ムが行われてきました。これとは対照的にヨーロッパの博
物館は王族、貴族のコレクションを見せることが目的です。
アメリカは市民に向けた博物館の教育プログラムを昔から
実施してきたので、この分野は非常に進んでいます。博物
館を通してその国の文化を知ることできるほか、有形無形
の遺産が保管、研究されます。博物館教育プログラムの主
な目的は、歴史文書を一般の人々、子ども、若者たちに知っ
てもらうためです。ですからわかりやすい言葉を使うこと
が大切です。博物館の教育プログラムは一般市民に歴史、
文化的知識を与えます。
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2017 年 7 月 29 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-ariun-ariun-sanjaajamts
リンクにてご覧いただけます。

ニューヨークは世界の歴史の中心地として、世界中の歴史
を若者たちに伝えています。若者が他国の歴史を学ぶこと
は、その国への理解、外交や経済、社会文化について後々
影響してきます。最近ではモンゴルの博物館も教育プログ
ラムを開くようになり、そういった活動にも積極的に取り
組むようになってきました。しかし、まだまだ教育プログ
ラムの重要性を正しく理解していないようです。博物館の
目的は、歴史文化の有形及び無形遺産を保管し人々に公開
することから、今日では歴史文化における知識を多くの人々
に教育する場となっています。

J:　アメリカの博物館の運営資金はどのように調達されてい
ますか？資金の使途はどうですか？
アリオン :　私は博物館の専門家ではありませんが、最近は
博物館のマネジメントについて書籍を読んだり、調べたり
しています。また、メトロポリタン美術館の教育プログラム、
ルビン美術館の広報プログラムにボランティアとして参加
しています。自由になる時間ができれば、なるべく博物館
や美術館の調査に費やしています。ニューヨークには 175
の美術館があり、美術館に対する意識が非常に高いです。
もちろん、アメリカには美術館の歴史が長いため、単純に
モンゴルと比較することはできません。美術館で長時間過
ごせるような快適な環境、デザインが整備され、年齢に応
じた様々なプログラムがあります。教育プログラムだけで
も成人、子ども、青少年、高齢者、障害者などで分かれて
います。私が知る限り、資金に関して調達先は3つあります。
1つは、州立美術館は連邦政府や州から資金を受けています。
2つ目は投資、3つ目は会員会費です。この3つが財源となっ
ています。

J:　美術館の会員制度について話を聞かせてください。どう
いった人たちが会員になりますか？
アリオン :　アメリカの美術館は市場原理の下で運営されて
いると思います。モンゴルは市場経済に移行して 25年、そ
の間ビジネス・経済業界は発展することができました。今
は文化芸術、教育を重視する時が来たと思います。モンゴ
ルの美術館は国有なので資金調達においては利害関係が生
じます。アメリカの美術館の館長は芸術文化に携わる人物
であるのはもちろん、資金調達能力にも長けていなくては
なりません。館長は資金を増やすことで賞賛され、それぞ
れの専門を有する職員でチームを結成し、様々なプログラ
ムを実施します。美術館により会員制度は様々です。全て
の美術館には教育プログラムがあり、しかしそれぞれ目的
が異なります。人々は自分の興味のあるプログラムを持つ
美術館で会員になります。例えば、ルビンやメトロポリタ
ン美術館は二重会員制度があります。

会員の場合は年中入館無料、1人までゲストを連れて入館す
ることができます。館内のレストラン、コーヒーショップ
などで割引サービスを受ける、列に並ばない、展示会の除
幕式に参加できるなどの優先権があります。私はモンゴル
の博物館にこの会員制度の導入を計画しています。

J:　博物館内でのイベント開催はその博物館の宣伝になるの
で、イベントの知名度を上げることが博物館にとってのメ
リットがあります。モンゴルでもこのようなイベントが見
られるようになりました。これについてあなたはどう思い
ますか？
アリオン :　モンゴルの博物館運営にとても良い一歩だと
思っています。私も応援しています。例えば、チョイジン
ラマ寺院博物館の「夜の博物館」というイベントは、今で
はブランドになっています。アメリカにも美術館はそれぞ
れブランドになるようなイベントを開催しています。その
目的は資金調達と会員を増やすことです。

J:　チョイジンラマ寺院博物館の夜の博物館について話を聞
かせて下さい。
アリオン :　夜間に開館するだけでなく、そこで野外コン
サートを開催しています。また、ザナバザル美術館にも一
般に向けた様々なプログラムがあります。例えば、古代芸
術についての講演会が催されています。芸術史を順番にみ
ていくためには、まずザナバザル美術館を観てからモンゴ
ル国立近代美術館を観ると良いでしょう。博物館に人が集
まり賑やかになって初めて「生きた」ものになると思います。
ただの倉庫の様であってはいけません。

J:　あなたの話の中でルビン美術館とありました。ルビン美
術館について話を聞かせて下さい。
アリオン :　ルビン美術館は民営の美術館です。最近モンゴ
ルでも民営の美術館が設立され非常に良いと思います。な
ぜならば競争が生まれるからです。ルビン美術館は 2008
年に設立されました。アメリカでは、大富豪が個人所有の
文化・芸術・歴史のコレクションを展示し美術館を設立す
ることがあります。ルビン夫妻は仏教アートに興味があり、
彼らのプライベートコレクションは 3000 点以上ありまし
た。それらの展示のためにルビンという店を買い、美術館
にしたものです。美術館があるところに公共マナーが作ら
れていくというメリットもあります。ルビン博物館では、
モンゴルのアーティストがパフォーマンスアートを披露で
きるようになっています。
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　1996 年に「上海ファイブ」という機構が設立され、2001

年に 6カ国共同宣言で上海協力機構となった。2004 年に上海

協力機構はオブザーバーの出席を設けた際、モンゴルは最初に

オブザーバー国となった。2017 年 6月のアスタナのサミット

でインドとパキスタンが加盟し、正式加盟国は 8カ国となった。

ロシア、中国、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ウズ

ベキスタン、インド、パキスタン。

　Kh. バトトルガ大統領は、先月開催されたモンゴル経済フォー

ラムでの挨拶で「私たちは地政学的に大きな意義をもつ国々と

協力しなければならない」と強調した。しかし、私たちが上海

協力機構に加盟したからと言って、中国とロシアはモンゴルに

どのくらいの規模で投資するのか、モンゴルを通る経済回廊は

本当に構築されるのかを明らかにしたい。大統領は上海協力機

構に加盟すれば経済回廊を構築できると言っているが、時期や

期間において具体的なことは何も言っていない。経済回廊がで

きれば大きなプロジェクトの実施が早まると言う保証はない。

　モンゴルの経済発展は上海協力機構に加盟していないから遅

れているのではない。自国の可能性を最大限に活かしていない

こと、ポピュリズムにはしる政党の財源の不透明さ、腐敗など

が原因である。政治家が自分たちの公約や計画を本当に守って

いれば、既に発展を遂げていたはずだ。だから、多国間の組織

に加盟することの意義は、モンゴルのガバナンスの向上にある。

今のモンゴルでは自国の大きなプロジェクトを動かすことがで

きない。三権が相互に責任追及もできない。腐敗にまみれた国

になっていることを認識すべきだ。

　第三国政策の結果、モンゴルは 1990年から民主主義、人権、

自由経済の基盤を築くことができた。例えば、1991 年にウラ

ンバートルの第 4火力発電所が石炭を購入する資金がない状況

に陥った時、第三国である日本が援助した。ウランバートルの

市内を走るバスが不足した時もまた日本がバスを提供した。だ

から第三国政策は世界の民主主義国とモンゴルが肩を並べて歩

く、彼らに学ぶ機会をもたらしていることを忘れてはならない。

これは目先の利益のために売ってはならない価値感である。そ

のため、私たちは第三国との協力関係を失ってまで経済を発展

させることを優先するのかを協議すべきである。

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6月3日

上海協力機構と大統領

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

　「上海協力機構は軍事同盟ではない。単なる対テロ訓練を行っ

ていると述べているが、大規模な軍事演習、特に海軍の演習は

同機構の目的から大きく外れているように見える。」（記者バー

バルの記事より引用）

　「上海協力機構には発展し開放的な民主主義国はない。加盟し

た中央アジア諸国は全て一党体制、1人が生涯に渡って政権を

握る特徴がある。言い換えれば、一人の、一党の制度が成り立っ

ている国々が上海協力機構に加盟する。」（モンゴル国立大学国

際関係・公共マネジメント学校の准教授、博士 J. バトトゥル）。
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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-sh6-sh3
にてご覧いただけます。

レビュー全文を

憲法裁判所は必要か？
　2016 年 7月、第 11 回アジア欧州会合（ASEM）がモンゴ

ルで開催された。先週、国家監査庁はASEM開催に関する監

査結果を発表した。国家監査員 S. オユンビレグは、ASEM開

催の予算運用に関わった 48 の政府機関と 28 の民間企業を

監査した。その結果、1億 6360 万トゥグルグの監査報告書、

1518 億トゥグルグの請求書、792 億トゥグルグを流用した

17人の役人に対する捜査、2909億トゥグルグの使途に関する

問題を法律機関に告発した。また、内閣、財務大臣、外務大臣、

ウランバートル市役所、開発銀行それぞれに 12通の勧告を出

したと述べた。

　この問題は政権が交代し、2016 年当時の前政権与党が関係

しているから監査が行われ、公に発表されている。今は約 800

億トゥグルグに関与した 17人の問題を早く解決しなければな

らない。しかし、その 17人が有罪か無罪か、判決が出ていな

いから犯罪者と断定することはできない。しかし私たちはその

17人が誰であるかを知る権利がある。

　ASEM開催に中国、韓国は約 200 億トゥグルグの資金援助

をした。しかし、その使途は実に不明瞭である。大規模な会議

を主催するという名の下で、多くの人がマネーロンダリングを

したのではないかという疑惑が浮上している。モンゴルのよう

な国が、50〜 60カ国の首脳を一同に集めて大規模な会合を主

催するということは、外交関係に大きな意義があることは否定

しない。しかし、諸外国からの援助は当時の大臣、管理職とい

う個人にではなくモンゴルという国、つまり私たちに与えられ

たもの。私たちにはその資金がどこで何に使われたかを知る権

利がある。

　この問題は少しの間世間を騒がせ、また真相が闇に消えると

思う。当時の財務大臣 L. プレブスレンはASEM開催に約 200

億トゥグルグが必要と話していた。しかし、今回の監査報告書

では、主催に 4千億トゥグルグが使われたと記されている。

　先週、9人で構成されている憲法裁判所判事 4人の任期が満

了した。これを受け、新しい判事に国会は Sh. ソロンゴ、大統

領は Ts. ナンザドドルジ、G. トールフー、B. ボヤンデルゲルな

どの 4名を指名した。国会は指名された 4人について協議し、

たった 3日間で憲法裁判所の判事を任命した。つまり憲法裁判

所の判事D. ナランチメグの後任にB. ボヤンデルゲル、N. ジャ

ンツァンの後任にG. トールフー、T. ラフガーの後任に Ts. ナン

ザドドルジ、D. スガルの後任に Sh. ソロンゴが就任した。

　1992 年、憲法で初めて憲法裁判所の設置が定義された。憲

法裁判所は憲法の最高の監督者であり、憲法違反問題を審議し

最終決定を行う。憲法に反する何かしらの決定を無効にする権

限がある。憲法裁判所はどのように憲法を擁護するのか。なぜ

なら憲法裁判所は能動的に問題を解決しない。国民からの申し

立て、ある特定の機関や行政の要請を受けて当事者の根拠、証

拠書類などを審査し判決を下す。

（1）憲法裁判所に新しく任命された 4名は「法律」の専門

家ではない。

（2）彼らを任命した過程が憲法に違反していると法律専門

家らが憲法裁判所に申し立てする準備を進めており、他の

法律専門家たちも賛同し署名している。

　高い地位にある役職の任命に関して、一部では政党に寄付し

た金額が大きい人を任命しているが、憲法裁判所判事の任命に

はさすがに賄賂は使えない。しかし、そのような役職の取引が

行われたという噂が出はじめた。モンゴルの公共ガバナンスに

おいて、政党への寄付金で役職に就く習慣ができてしまってい

る。これについてマスコミは時々取り上げはするものの、どれ

ほど危険なことかを国民は理解していない。

　憲法裁判所は政治の勢力図を映す鏡になってしまった。モン

ゴルの偽りの民主主義を見せる実際の例の1つが憲法裁判所だ。

憲法裁判所は憲法に定められているから必要ではあるが、実際

には憲法裁判所はあってもなくても何も変わらない。

　議院内閣制の国では大統領は行政権をもつ。しかし、モンゴ

ルでは大統領が司法機関に人を任命し、行政、司法両方に干渉

している。

アジア欧州会合（ASEM）に関する資金横領
憲法裁判所は政治の勢力図を映す鏡になってしまった。
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