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2018 年 7 月 31 日（火）　No.56　　　政治・経済を分析する独立した週刊新聞

旧ソ連時代の生活は 1991 年に終
わりました。しかしその習慣はま
るで二日酔いのように根強く続い
ています。

S. フレデリック・スター
中央アジア・コーカサス研究所の創設者
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臨時国会

隣国からの観光客

洪水の脅威 だが二日酔いは時間が経て
ば自ずと消えるものです。

洪水の
元凶

上記の 2枚の写真はデファクトガゼットが撮影したものではないため、もし、出典をわかる方がいましたら私たちにお知らせください。私たちは出典を記載します。
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世界的に有名な週刊誌であるエコノミスト
誌（The economist） は 1843 年 に 創 刊
された。以来、毎号の目次には「進んでい

る知性と、私たちの進歩を妨げる価値のない臆病な無
知との間に存在する厳しい闘争に加わること（"take 
part in a severe contest between intelligence, 
which presses forward, and an unworthy, timid 
ignorance obstructing our progress.”）」という言
葉が印刷されている。
　イギリスで 166 年前に始まったこの争いは、今日の
モンゴル社会で繰り広げられている。残念ながら、不
平等なこの争いに知性は苦戦している。
　洪水を心配するふりをする少数の人々、彼らは社会
が無知であり続けることに関心を持っている。彼らは
交互に政権を握り、巧みに共謀して国民の財産を奪い
取っている。そのやり口は卑劣で、モンゴル国民の安
全と自由に深刻な損害を与え始めた。
　これを明らかにし、迫りくる大きな危機を忠告して
いるかのようなことが起きた。それはこの数日の間降
り続いている雨とそれによる洪水だ。
　わずか数時間のうちに降った大雨が洪水となり、ウ
ランバートルの街は数日間に渡り都市機能が麻痺、多
くの人々が生命と財産を失った。ウランバートルを取
り囲む丘陵地帯から溢れた洪水は家々を飲み込み、市
街地には汚泥が流れ込んだ。

　雨が止み再び太陽が顔を出すと汚泥の悪臭と粉塵が
空気中に漂い、それは人々の肺に入り、目のかゆみや
悪寒に襲われる。
　ゲル集落や新築住宅の住民は、天井からの雨漏りに
バケツを置いてしのぎ、亀裂の入った壁や床を覆い尽
くす流れ込んだ汚泥を目にし、何をするべきか分から
ない状態にいる。
　洪水による被災者の救援や破損した橋や道路の修復
は言うまでもなく必要だが、市民は数時間の雨でどう
してこれほどまでに甚大な災害が起こったのか、また
今後同じような災害が起きないようにするにはどうす
れば良いかを考えなければならない。
“ ウランバートル市の政府高官は、これは自然災害だ
から仕方がないという。災害復旧のため地方は政府へ
支援金を要求し、官僚たちは誰が責任を負うべきか追
及するように部下に命令する。彼らはこのような茶番
劇を繰り広げ、あたかも問題解決のために取り組んで
いるように見せてはいるが、実際には何も変わってい
ない。”
　問題の根本的な原因を取り除かない限り、この様な
洪水災害は来年も起きる。そして根本的な原因とは、
モンゴル社会の深淵の底に横たわっている公的ガバナ
ンスの危機である。公的ガバナンスの危機を招いてい
る張本人は、この洪水による被害だけでなく新たに建
設された住宅の崩壊などにも責任をとるべきである。

今回は 9 年前の 7 月 28 日に書いた記事をそのまま皆さんにお届けする。モンゴル政府の能力がより悪化したことを、
先日洪水に見舞われたウランバートルの姿が明らかにしてくれた。政権を握っている者たちはこの 9 年何も変わって
いない。私たちはこれからの 10 年間も洪水による汚泥に悩まされ続けるのか？
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洪水の元凶
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“ ウヌードゥル新聞 ”　2009 年 7 月 28 日

　ウランバートルの歴代の市長たちは都市計画、イン
フラを適切に整備してこなかった。彼らは私腹を肥や
すために都市部の土地を不法に売却した。そのせいで
既存のインフラへ接続可能な土地が無くなる事態と
なったことを、ウランバートル市民は知っている。
　ウランバートル市の外れに位置する区の区長も賄賂
を受け取り、その職権を利用して土地所有許可を出し
ている。結果、無計画に住宅が建てられ、その影響を
私たちが受けている。社会主義時代に建てられた洪水
を防ぐためのダムはゴミで埋め立てられているか、或
いは建物が建っている。だから少しの雨でもウランバー
トル市内は洪水が起こるようになった。不法な土地売
却により殆どの通りの入口が住宅の塀で塞がれ、消防
車も通れないようになった。火事になると並びの家々
がすべて焼けてしまうほどになっている。
　公共の財産を守るべきウランバートル市長は、長年
にわたり公共の財産を横領してきた。ウランバートル
市長は市民により選ばれず、その時の政権から任命さ
れる。政権が代わる度に公共の財産は奪われ、その結
果が今日の災害を招いた。種を蒔いたものしか収穫で
きないということわざの通りである。
“ 権力者にとってはウランバートルのインフラ整備は
進まない方が都合が良い。ウランバートルに整備され
た道路や上下水道などのインフラが整えば、権力者た
ちは工事に伴う賄賂や土地売買での利益を得られなく
なる。職権を利用して欲望を満たすことが出来なくなっ
てしまえば、誰も政府の職に就かなくなるかもしれな
い。”

　公的ガバナンスを向上させる方法を誰もが知ってい
る。それは公共の財産を横領してきた一部の人たちの
責任を政府が先頭に立って追及することである。
　政党の中に良心のある人が少しでも残っているなら
ば、公共の財産を横領している党員の責任を追及し、
汚された政党の名誉を取り戻さなければならない。も
しこれが実現すれば、今の社会をより良い方向へ導く
ことができる。もし手をこまねいていて何もできなかっ
たら、時が政党の犯した罪の責任を問うことになるだ
ろう。それは彼らが政党と共に消滅することを意味し
ている。重い病を患った者は治療して治すか、ただ死
を待つかである。
　最終的には知性が無知との争いに勝利することは歴
史が物語っている。その時が来るのは時間の問題だ。
いつの日かウランバートルは一つのゲルもない都市と
なる。公的ガバナンスが正しく機能した社会には腐敗
は無く、全ての市民はインフラが整った住居に住むよ
うになる。
　その時、人々は好き勝手にゲルを建てて住み着くこ
とが無くなる。そして数時間の雨で洪水になることは
無くなるだろう。誰もが安全で快適な住宅を購入して
暮らせるようになる。
　問題は、その日がいつ来るかだ。
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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. フレデリック・スター
中央アジア・コーカサス研究所の創設者

J（ジャルガルサイハン）:　こんにちは。今日はあなたとお会いで
きてとても嬉しく思います。
スター :　私もあなたの番組に出演できて嬉しいです。

J:　私たちはアゼルバイジャンの首都バクーで開催された CAMCA
の会議に出席しました。CAMCA についてお話を聞かせて下さい。
CAMCA はどんな組織ですか？ CAMCA 会議開催の趣旨は何です
か？
スター :　数年前まで CAMCA という名前はありませんでした。
CAMCA 会議は中央アジア・コーカサス研究所が実施する交換プロ
グラムの参加者たちの提案で開催されるようになりました。CA は
Central Asia つまり中央アジア、M ＝モンゴル、C ＝コーカサス、
A ＝アフガニスタンの頭文字を合わせて CAMCA になります。

J:　CAMCA はいつ設立されましたか？
スター :　設立されて 10 年になります。アメリカの元国防長官ドナ
ルド・ラムズフェルドのラムズフェルド財団、ストックホルムとワ
シントンに本部を置く中央アジア・コーカサス研究所が共同で実施
していたプロジェクトで設立されました。

J:　CAMCA の目的、役割は何ですか？
スター :　CAMCA 地域の若者たちの知識やアイデンティティーは
私たちに深い印象を残しました。中央アジアの国々の発展を注視し
ていた際、優秀な若者たちを見ました。CAMCA の目的は、まず彼
らにアメリカと何らかの形で連携する機会を与えることです。彼ら
はアメリカで 6 週間の研修に参加し、様々な分野の人たちと会いま
す。研修後、帰国したら全ての参加者を集めて情報共有のために会
議をします。その会議が続き、後にアメリカでの研修を経験した全
員が集まる会議にまで拡大しました。それが CAMCA です。

J:　研修に参加する人をどのように選んでいますか？
スター :　その国の公務員、教師、ジャーナリスト、研究者、アメ
リカ研修経験者などが参加者を推薦します。推薦された候補者の中
から知性と能力を持ち、深い印象を与えた人を選びます。

J:　今回の会議で多くのモンゴル人を見ました。モンゴル人は何人
いますか？
スター :　初期の頃は CAMCA にはモンゴルやアフガニスタンから
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旧ソ連時代の生活は 1991 年に終わりました。しかしその
習慣はまるで二日酔いのように根強く続いています。

だが二日酔いは時間が経てば自ずと消えるものです。

S. フレデリック・スター氏はアメリカのイェール大学、ケンブリッジ大学を卒業し、プリンストン大学で博士号を取
得しました。彼は中央アジア、ロシアの政治・対外政策、エネルギー政策の専門家であり、ロシアとユーラシア問題
について 20 冊の本を上梓し、200 以上の記事を執筆しました。
また、３人のアメリカ大統領の元でロシア・ユーラシア担当の顧問を務めました。

の参加者はいませんでした。しかし、最近ではモンゴルから毎年 2、
3 人が参加しています。モンゴルからの参加者は合計 20 人です。
彼らはとても優秀です。

J:　CAMCA から優秀な若いリーダーたちが誕生しています。私は
今回の会議に参加してとても驚きました。モンゴルから中央アジア
までの国々の間でこのようなカンファレンスや情報共有、相互理解
を促す会議など他にありません。
スター :　マルコポーロ以来はなかったですね。

J:　あなたは “ 失われた悟り ” という本を出版しました。この本に
中央アジアは世界の中心だったと書いてあります。どうしてです
か？
スター :　“ 失われた悟り ” の内容はとても一般的なものです。商売、
資産、産業などの分野において中央アジアは 500 年間世界経済の中
心地でした。アフガニスタンを含む中央アジアの全域で当時の経済
発展は素晴らしいものでした。数学者、哲学者、天文学者、医学者
など世界をリードした専門家たちが中央アジアから生まれました。
古代ギリシャからローマ時代にかけて中央アジアでは文化・教育が
最も繁栄していました。

J:　13 世紀のチンギスハン帝国時代にシルクロードができ、中央ア
ジア諸国が利用していました。しかし現代は中国のイニシアチブで
一帯一路というもう1つのシルクロードが築かれようとしています。
中央アジア諸国にどのように影響すると思いますか？
スター :　まずはシルクロードについていくつか言いたいことがあ
ります。当時、シルクロードは 1 つではなく、いくつもありました。
これらの道や方向はインドや中国を西洋と繋いでいました。これは
中国をインドや西洋のみに繋いでいた道ではありません。中央アジ
アはちょうどシュルクロードの真ん中にありました。唯一、ヨーロッ
パや中東、インド、中国など全ての文明に直接関わっていたのは中
央アジアの人たちです。しかし、古代シルクロードは中国が提唱す
る一帯一路とは異なります。シルクロードはそれぞれの地域によっ
てできたものです。一帯一路は中国の対外政策によるものです。一
帯一路は中国だけを世界に繋ぐ目的をもっています。例えば、一帯
一路ではインド半島と世界を繋ぐという問題については話されませ
ん。インド半島は人口が多く、経済成長率が高い伸びを示している
ことを私たちは知っています。
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デファクトインタビューの内容を一部省略しました。

いつか中国より大きくなると予想されますので、私たちは先を読む
必要があります。一帯一路に協力するだけでなく、インドを含めて
考える必要があるのではないかと思います。

J:　 一帯一路イニシアチブによりロシアと中国の影響力は今後増し
ていくと思います。これについて中央アジア諸国はどのようにみて
いますか？
スター :　 私はロシアと中国の影響力がそれほど増すとは思いませ
ん。ロシアの影響力は弱まっています。ロシアの力が弱まった、も
しくは間違いを起こしているからではありません。中央アジア諸国
は自分たちの運命を自分たちの手に掴み始めたからです。これは肯
定的に見る必要があります。決して中国、インド、ロシア、ヨーロッ
パ或いはアメリカに対抗するということではありません。中央アジ
アの人たちは、決して消極的で小さい人間ではないと言われるよう
になりました。それぞれに利害関係や歴史、やり方があります。相
互に協力して強国と渡り合って行きたいと言っています。

J:　 一帯一路はロシアを経由してヨーロッパに着きますか？
スター :　 いいえ。1 つのルートだけがロシアを経由します。他は
中国からカザフスタンを経由してカスピ海、カスピ海からバクー、
バクーからジョージア、ジョージアからトルコまで繋がります。第
2 の北方ルートはロシアを経由しています。これは旧鉄道線に沿っ
た古いルートです。最も活性化する部分、つまり中心となるのは東
欧から西、中国から東です。第 3 ルートはインド、パキスタン、バ
ングラデシュからカスピ海を通ってコーカサス、トルコ、ヨーロッ
パに繋がります。この道は東のハノイまで繋がります。

J:　あなたはケナン及びアスペン研究所と連携しています。ロシア
語を話し、ロシア政治を長年研究しました。旧ソ連国に入っていた
国々でのロシアの影響をどう見ていますか？今日は変わっています
か？その国々にはロシアという大きな力がまだ存在していますか？
スター :　 それについてこう理解した方が良いと思います。中央ア
ジア及びこの地域の国々は 100 年間ロシアの植民地となっていまし
た。良い面でも悪い面でも大きく変化しました。今では植民地だっ
た国々は独立国となっています。彼らは独立前にモスクワだけを見
る 1 つの窓と扉が付いた部屋に住んでいました。独立後は全ての方
向が見られるように新しい窓や扉を開けています。独立は何かに対
抗することではなく、中央アジアのための変化です。例えば、今あ
なたがキルギスタンにいるとして、キルギスタンから世界へ直接繋
がることができます。これは何も悪いことはありません。逆に良い
ことです。独立はキルギスタンだけではなく、世界にもチャンスを
生んでいるということです。キルギスタンには他の国と同じく優秀
な人材が数多くいます。強い大国はこの現実を良く理解していない
ように見えます。独立に反対し妨害するより、肯定的に受け入れる
べきです。

J:　しかし、そのように受け入れられていません。ロシアは懸念し
ています。ウクライナ、ジョージアなどで多くの紛争が起きました。
あなたは今後の行方をどのように見ていますか？
スター :　旧ソ連時代の生活は 1991 年に終わりました。しかしそ
の習慣はまるで二日酔いのように根強く続いています。だが二日酔
いは時間が経てば自ずと消えるものです。

これと同じように、ロシアとの関係は改善されると思います。一方
でロシアは過去の威厳を復活させようとする不可能な夢をまだ捨て
切れていません。未来を見るのではなく過去に戻ろうとしても、最
終的にそれは実現しません。最後には良き隣人としてのロシアが築
かれると思います。

J:　そうなるまで長い時間がかかると思います。あなたはどう思い
ますか？
スター :　わかりません。これは他の列強が何をするかによると思
います。また、中央アジア自身が何をするかにもよります。

J:　アメリカはウズベキスタンに軍事施設を置きました。そしてキ
ルギスタンにも置きました。ロシアの軍事施設はありましたか？
スター :　その軍事施設はアメリカだけのものではなく、どれも北
大西洋条約機構（NATO）の軍事施設です。ウズベキスタンやキル
ギスタンを占領するためのものではなく、アフガニスタンでの軍事
活動のためでした。この 2 つの軍事施設は既に閉鎖されています。
しかし、ロシアは軍事力による占領を手放すことができず、軍事施
設を増やしました。中国もタジキスタンでの軍事施設の数を増やし
ました。これは良いことではありません。逆に中央アジア諸国をもっ
と強化する必要性が生まれます。それで彼らは自分たちの独立を外
の力に頼らずに維持できます。アメリカ、中国、ロシア、インド、ヨー
ロッパの軍事施設に頼らず中央アジアの国民が自分たちでやってい
けるようにする必要があると思います。

J:　しかし、何らかの形でこのような外部からの介入は当分続くの
ではないでしょうか？
スター :　アメリカ、ヨーロッパ、中国がロシアに対して行ってい
ることは、ロシアに反対しているのではなく、単に自分たちのため
の行動です。だから過干渉になっていると理解させる必要があると
思います。この地域では安全保障を重視することが大事です。安全
保障のための外部からのいかなる試みも意味がありません。モンゴ
ルも安全保障を確保できず外部から大国が入って来ました。２１世
紀になり私たちは、大国が自らの国を守るのと同じように、中央ア
ジア、コーカサスの独立諸国も自分たちの国を自分たちで守る機会
を得られるかどうかという大きな選択を迫られています。なぜなら
列強が自分たちの利害関係を押し付けてくることになるからです。
モンゴルもこの問題に直面しているから CAMCA に参加しているこ
とがとても正しいと思います。

J:　上海協力機構におけるモンゴルの関わりをあなたはどう思いま
すか？
スター :　良いか悪いかはまだ不明ですが、モンゴル人は賢い民族
ですから慎重に考えて判断すると思っています。インドの加盟で上
海協力機構は変わってきています。これについてモンゴルの皆さん
はよく見ていると思います。モンゴルとインドは昔から親密な関係
を築いてきました。上海協力機構は中国の対外政策の一環のみでは
なく、様々な分野での協力活動も行っています。モンゴル人は正し
い道を選択すると信じています。
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　モンゴル大統領は国会議長に臨時国会の招集を依頼

する公文書を提出した。大統領は賄賂対策庁の Kh. エ

ンフジャルガル長官は同庁の方針に沿って職務を遂行

していない、政府役職を 600 億トゥグルグで売った事

件とその他の贈収賄事件を解決していないという理由

で解任する意向を示した。また、国会議員 25 人がナー

ダムの連休前に臨時国会の召集を提案した。臨時国会

の招集は法務常任委員会が審議して決まる。大統領が

提示した賄賂対策庁長官の解任案と前後して Kh. エン

フジャルガル賄賂対策庁長官が元首相 S. バヤルとの会

談のビデオがソーシャルネットワーク上に流出した。

これに関して賄賂対策庁は庁内の監視カメラのビデオ

映像が紛失し真意は定かではないと公表している。

　今回、臨時国会が召集されても大きな変化は起こら

ないと思う。臨時国会を開くためにはまず法務常任委

員会が審議する。しかし国会議員の大半はこの時期、

自分の選挙区を回っているので委員会が開かれるのは

秋以降になるだろう。

　賄賂対策庁は別として、私たちは腐敗を絶つための

活動に取り組むことができていないことが問題であ

る。だからエルデネト鉱業、セービング銀行、チンギ

ス債権やサムライ債券の運用問題の真相が消えている。

Kh. エンフジャルガルを解任したところで根本的な問

題は解決されない。誰が長官になろうと仕組みは変わ

らない。重要なのは与野党問わず政党が民主主義とな

らなければならない。政党が民主主義ではないのに国

を民主主義にすることはできない。

　賄賂対策庁の長官が誰と会っているかは明らかにさ

れるべきだ。私は以前、賄賂対策庁の長官に外国人を

登用することが妥当ではないかという意見を提案した。

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7月22日

臨時国会

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

隣国からの観光客
　７月上旬、ウランバートルでロシア・中国・モンゴル 3 ヵ

国による観光フォーラムが開催された。中国からの観光者

数は 2016 年比 8％増え、144,000 人になった。ロシア

から来た観光者数は 21％増え、106,000 人になった。

　これら隣接する二カ国からモンゴルを訪れる観光客数が

多いのは必然だ。ロシアと中国だけではなく、他国からの

外国人観光客が訪れた時に彼らが期待するものがなけれ

ばならない。重要なことの 1 つは、観光地やキャンプ場に

シャワーが設置されてなければならない。観光客は寝る前

に必ずシャワーを浴びる。これは重要なファクターだ。シャ

ワーを浴びずに寝ていない観光客は快適さを感じられな

い。もう 1 つは料理の品数を増やし、観光客に選択肢を

与えること。衛生管理が行き届き、上質な接客サービス

を提供すること。不衛生な状況では良くない。

　モンゴルの地域別発展政策は機能していない状態にあ

る。実は全国を 4 つの地域に区分し、その中心地を定め

て郡を統合させる政策があった。これを実施しなければ人

のいない郡が出てくるだろう。また、4 つの地域にそれぞ

れ特色ある民族文化を反映させた観光ナーダムを実施す

れば夏の間は観光客を引き寄せることができる。これにつ

いても方策を考える必要がある。

“ 隣接するロシアと中国から観光客が来ることにより私た

ちは自身をより理解できるようになる。理解が深まればビ

ジネスチャンスが見えてくる。ビジネスチャンスがあると

ころに投資が入る。この二カ国からの観光客は初めてモ

ンゴルを訪れても、モンゴル国民が自由で民主主義国家

として過ごしやすい国だということに気付かないかもしれ

ない。しかし、それに気付いてくれたらモンゴルを再訪し

ようと思ってくれるだろう。”
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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-sh7-22
にてご覧いただけます。

レビュー全文を

　モンゴル全土で大雨が降り、各地で洪水が発生している。
ウランバートルや地方の道路が被害を受けている。理由は
洪水防止のダムを埋め立て住宅や工場などを建てたからで
ある。例えば、バヤンズレフ区モネルの道路、ダリ・エフ
の道路などの被害だ。市役所は住民や企業に数回に渡り立
ち退くように要求をしたが、今日まで無視されてきた。地
方の 13 県、23 ヵ所の道路が損壊した。これによる被害総
額は 20 億トゥグルグに上る。
　私は今から 9 年前の 7 月 28 日に “ 洪水の元凶 ” という

記事を書いた。記事には “ 短時間降った大雨が洪水となり、

ウランバートルは浸水し、多くの人が命と財産を失った。

ウランバートルを取り囲む丘陵地帯では家が流され、盆地

となる中心地は汚泥にまみれた。雲が晴れると汚泥の悪臭

が空気中に漂い、目の痛みを訴える人が急増した。ゲル地

区や新築住宅の住民は天井からの雨漏りにバケツを置いて

しのぎ、亀裂が入った壁や床を覆い尽くす流れ込んだ汚泥

を目にし、何をするべきか分からない状態にいる ” と書い

た。この記事に書いたことが今日も起きている状態だ。

　モンゴル政府は何の対処もしてこなかったことをこの現

状を見れば分かる。閣僚が変われば省庁で働く職員が全員

変わってしまう。政府自体が法律を遵守していないので、

国民の遵法精神は失われるばかりだ。モンゴル政府の官僚

や政治家の中にザイサンやヤールマグ地区に住宅をもって

いない人はいない。憲法裁判所までザイサン丘の西部に住

宅を建てた。全てにおいてモラルが失われている。

“ 保険制度も機能できてない。私たちは政府が敷いたイン
フラに対してなぜ保険をかけないのか。モンゴル人が質を
重視するようになるのはいつだろうか？ ”　

洪水の脅威
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