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私たちは変動する資源価格や隣国の景気に影響を
受けず、高収入かつ数百人規模の雇用を生み、
数百万ドルの収入を得られ、自然環境にも悪影

響を及ぼさない重要なビジネスがあることに気づいていな
い。
“ 理想的な人材育成と規律・規格・規程の徹底された事業
活動を展開できれば、鉱業よりも高収入なビジネスの可能
性をボヤント・オハー空港（現チンギスハーン国際空港）
が持っている。それは航空機の修理とメンテナンスサービ
スである。”
　モンゴルでは航空機整備ビジネスを長年行ってきたが、
世界的に認められるようになったのは最近のことである。
しかし、このビジネスの将来性を明確に捉えることができ
ず、長期にわたる計画が無い。このビジネスの意義を重視
していないし、市場へ開放もしていない。
　

　モンゴルの国際空港がフシギーン・フンディの新空港に
移転することになったこの時期に、航空ビジネスを成功さ
せるチャンスが巡ってきている。
　航空業界は世界中、特にアジア太平洋地域で急成長して
いる。航空機材の点検、修理サービスの需要が高まってい
る。この機会をモンゴルが地理的な優位性、広大な土地を
長所にして賢明に活かすことができるかが鍵だ。

ボヤント・オハー空港の

あらゆる可能性

航空機のランニングコストは
イニシャルコストより高い

　国際通貨基金は、世界経済が今後年 2.8％の成長率を維
持すると推測している。またボーイング社副社長ランディ・
ティンセスによると、今後 20 年で航空便の利用者数は年
平均 4.7％、国際貨物輸送量は年 2％増加するとのことだ。
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“ 彼は、現在世界で24,000 機の民間航空機が利用されて
いて、そのうちの 18,500 機が今後 20年以内に退役し、
42,700機の新しい機体が導入されると言った。”
　今後市場に導入される航空機の総額は 6 兆 3 千億ドル、
航空機の技術サービスコストは 8 兆 8 千億ドルになると言
われている。航空ビジネスが最も発展する地域はアジア太
平洋地域であり、その牽引役となるのは中国とインドであ
る。
　航空機は導入時のイニシャルコストより、購入後の修理、
メンテンナンスなどの技術サービスにかかるランニングコ
ストの方が大きい。世界の航空市場全体における航空機の
数は加速的に増加している。しかし、パイロット、客室乗
務員、エンジニアの養成や修理、メンテンナンスの仕事量
を上げるスピードが追いついていない。
　国際航空運送協会（IATA）は、国際航空市場において航
空会社の運営費の 10 〜 15％を技術サービスが占めると報
告している。2015 年の一年間で、アジア太平洋諸国だけ
でも技術サービスにかかる費用は 180 億ドルにのぼった。
この費用は 2015 〜 2025 年までの間でアジア太平洋諸国
では 71％、中国だけでも 93％増加すると言われている。
　世界で大手と言われる技術サービスを提供する企業が台
湾、上海、シンガポール、インドネシア、フィリピン、マレー
シア、ベトナム、タイにある。旅客機を多く保有する航空
会社（例えば：大韓航空やアシアナ航空）は自前の技術サー
ビスを提供する子会社を持っている。しかし、新たに市場
に参入した格安航空会社（イースター航空、チェジュ航空、
ティーウェイ航空、エアアジアなど）は第三者に技術サー
ビスを委託（アウトソーシング）している。
“ 世界の航空会社全体の 45％が航空機の修理（オーバー
ホールを含む）を第三者に委託している。”
　航空機の安全な運行のために A 整備（A-check）、C 整
備（C-check）、D 整備（D-check）という検査が行われ
る。検査間隔は A 整備 45 〜 70 日、C 整備 12 〜 24 ヵ
月、D 整備 5 〜 10 年である。これらの技術サービス

（MRO=Maintenance：保守、Repair：修理、Overhaul：
オーバーホール）を航空機メーカーからその技術力を認め
られた企業が行う。

先に出た耳より、
後に出た角の方が長い（モンゴルの諺）

　モンゴルで航空機の技術サービスが提供されるように
なって久しい。MIAT モンゴル航空が保有する航空機修理
工場は、今では同社のボーイング B737 型機 、B767 型
機の点検・修理を含む技術サービスを提供している。現
在、この修理工場には 170 人のエンジニア、技術専門家
が働いている。彼らはモンゴルで使用される全ての航空機
の点検整備や修理を行ってきた。2005 年からは技術サー
ビスを国際規格に適合させ、モンゴル、EU、韓国、イギリ
ス領バミューダ諸島、タイ、トルコの民間航空業務の安全
条件、技術サービスに関連する証明書を取得し、国際基準
ISO9001:2008 規格も取得している。
　モンゴルの航空機修理工場には 3600㎡、2000㎡の 2
つのハンガーがあり、その中で通常の技術サービスの他
に大規模な修理も行っている。それに付随する先端技術を
取り入れた機械設備を整えた 14 の倉庫がある。ボーイン
グ社の認定を受け証明書を取得しているので、MIAT モン
ゴル航空だけではなく、外国の航空機への技術サービスも
2011 年から始めた。現在、タイのオリエント・タイ航空、
ジェットアジア・エアウェイズ、アジア・アトランティッ
ク・エアラインズ、韓国のイースター航空、チェジュ航
空、ティーウェイ航空、ロシアの UT エアー、アルロサ航
空、アメリカのブルースター・アビエイションなど 4 カ国
9 社と業務提携をしており、2017 年に 50 機のボーイン
グ B737、B767 型機の修理・整備を行った。
“2017 年のこうした技術サービスによる収入は 110 億
トゥグルグだった。”
　モンゴルの航空機技術サービスのターゲット市場は、モ
ンゴルから所要時間 3 時間の距離のエリアに位置し、第三
者に技術サービスを委託している航空会社である。このエ
リアにはボーイング社の 2 モデル、258 機が飛んでいる。
航空機の数は年間 4 〜 5％増加している。モンゴルの技術
サービスは比較的に安価という評価を受け、それが市場に
おけるアドバンテージとなっている。今後、モンゴルのエ
ンジニアはエアバス社の技術サービス、修理の技術認定を
取ろうとしている。
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2018 年 8 月 1 日

賢明な一歩
　モンゴルの航空産業は、まず今の技術力をより向上させ、
このサービスを開放する機会を増やすことである。そのた
めにはまず MIAT モンゴル航空を株式会社にすることが重
要だ。鉱業収入に過度に依存していたチリでは経済の多様
化を図り、果物、ワイン、食肉、水産、林業の発展を目指
した。最初は政府が投資を行い、次に企業の株式化を進め
た。多くのモンゴルの政治家がチリへ視察に行った。
　フシギーン・フンディの新国際空港に新しいハンガーを
建設し、既存のボヤント・オハー空港（現チンギスハーン
国際空港）にもハンガーを増設し、航空機の機種によって
対応を変える事ができるような政策が必要になっている。
技術サービスの範囲を広げ、ボーイング以外にエアバスの
航空機の修理をできるようになる必要がある。まずはエア
バス A320 の技術サービスができるようになれば、市場を
今の 3 倍に増やすことが可能になる。またそのために中国
やアメリカの民間航空機関による技術サービスを行う許可
を取らなければならないようだ。
　各種技術サービスを総合的に行うためには、まず板金工
場、複合材工場の能力を向上させなければならない。ま
た、航空機部品を自分たちで製造し、PMA（Production 
Manufacturing Approval） 及 び DOA（Design 
Organization Approval）の認定を受けなければならない。
部品の修理品目、収入の増加、最新技術機器の導入、ニー
ズ開発調査の実施、経済効果を詳細に計算するワーキング
チームを発足させる必要がある。

“ 今ある修理工場で行われる航空機の修理、技術サービス
を拡大させるためには、政府の政策支援が必要である。ボ
ヤント・オハー空港に十分な資金を投入し、今利用してい
るチンギスハーン国際空港のインフラをそのまま維持し、
航空機及び部品の技術サービス、製造施設を建設する必要
がある。”
　また、民間航空企業のパイロットや客室乗務員、エンジ
ニアの養成施設、航空機の組立工場専用の空港にするなど
様々な可能性がある。
　このようにボヤント・オハー空港を他国並みの総合産業
施設にすることで発展する可能性がある。この地域には技
術力のある 1000 人の雇用、付加価値を含めて年間 5,000
万ドルの収入を得られる大きなチャンスがある。
“ 経済の多様化を図るためには、持っているものを活かす
ことが、何かを新しく始めるより現実的である。”

詳しくはここをクリック

－世界が認めたレストラン－
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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

アルマンド・トーレス
オユトルゴイ社最高経営責任者

J（ジャルガルサイハン）:　あなたはモンゴル経済にとっ
て最も重要な鉱山プロジェクトに関わっています。単に
大きなプロジェクトということ、またモンゴル経済への
貢献ということで言っているわけではありません。オユ
トルゴイ鉱山は、モンゴル経済の主要な分野である鉱業
におけるマネジメント体制や業務の安全管理規格などの
構築に影響を与えました。あなたもそれは感じていると
思います。あなたは鉱山プロジェクトをどのように運営
していますか？
トーレス :　オユトルゴイ鉱山は大きなプロジェクトで
あるため容易ではありません。私たちは 14,000 人の
社員とその業務を管理しながら鉱山プロジェクトを運営
しています。私たちは自分たちの価値観や正義を守り、
日々の達成目標、業務の安全管理、社員の専門能力向上
に努めています。また、株主からの投資を効率的に運用
し収益を上げ、パートナー企業との連携や国内サプライ
チェーンの確立などに重きを置いてプロジェクトに取り
組んでいます。これら全ての事業活動を効率的に進める
には強固なマネジメント体制が必要で、そのマネジメン
ト体制を支える強いチーム作り、国内外の管理職間のバ
ランスを調整することが大切です。私たちが日々適切な
判断をするためには、こういった組織化が必要不可欠で
す。

J:　皆さんの事業は特殊なものです。私が理解している
限りでは、オユトルゴイ鉱山は世界有数の大規模鉱山の
1 つです。オユトルゴイプロジェクトにおいて最も重要
なことは業務の安全管理だと思います。地下 1.5km の
深部に 1 シフト何人が働いていますか？
トーレス :　地下深部には 1 シフト約 1,000 人が働いて
います。経営者としてはいかなる時も業務の安全管理を
最優先にしなければなりません。

http://jargaldefacto.com/category/8

私たちが今下す決定は全て長期的な視点に立ち、
将来を見据えていなければなりません。

アルマンド・トーレス氏はブラジルのサンパウロ大学で修士号を取得しました。
彼の専門はプロセスエンジニアリングです。彼は 2016 年からオユトルゴイ社の取締役、2017 年 5 月から同社の
最高経営責任者を務めます。

安全管理が徹底されて初めてビジネスが正しい道を歩む
ということです。

J:　安全管理は鉱業のみでなく、リオ・ティント社は全
ての事業活動で重視しています。安全管理を最優先にす
るために大事なことは何ですか？どんな組織でも安全管
理規定はありますが、多くの人々はそれを怠る時がしば
しばあります。各自が安全管理をきちんと守るようにす
るためには何をしなければならないですか？
トーレス :　安全管理は、私たちがプロジェクトを成功
させるための裏付けとなるものです。まずは社員に身近
なところから取り組ませることです。彼らに自分の身の
安全を守るために安全管理規定を尊重することの重要性
を理解させなければなりません。私たちは研修や管理実
習を通して社員とより身近に接するようにしています。
次に自分たちのマネジメント能力、リーダーシップを向
上させることです。管理職は全ての活動に自ら参加し、
社員を適切に指導し、彼らが安全管理規定を守っている
か、安全管理規定に従って業務を遂行しているかを監督
しなければなりません。こうすることによって仕事に対
する安全意識を風土（マナー）として定着させることが
できます。もちろんこれには時間がかかります。車のシー
トベルトを締めるようになるのと同じです。世界でシー
トベルトを締めることが当たり前になるまで数年かかり
ました。しかし、今日では人々は車に乗ってまずシート
ベルトを締めるようになりました。これと同様に安全管
理を習慣付ける必要があります。簡単ではありませんが
人々の意識を改善し、マナーを定着させることは不可能
ではありません。これは数多くの研修の実施、協力体制
の確立、管理職が手本となり築かれた結果です。人々の
習慣を変えることは、彼らを罰していることではないの
です。

5

http://jargaldefacto.com/category/8


この習慣を社員の協力と努力でできるということを理解
させることが重要です。

J:　素晴らしいですね。現在、オユトルゴイプロジェク
トには 14,000 人が働いています。全社員の 95％がモ
ンゴル人です。彼らにどんなことを認めていますか？特
に人材開発において明確な施策や規程はありますか？或
いは社内規定を定めて特別な条件などを認めています
か？
トーレス :　最も重要なことは、能力のある人材を採用
する選考基準がなければなりません。採用後も必要に応
じて研修を受けさせ、常に社員の能力向上を図っていま
す。そして会社全体で人材登用における規程を明確にし、
規程に応じて行われる業務について社員を指導すること
が重要です。また私たちと業務提携をしている企業は、
私たちの活動や仕事に対するやり方を良く理解していな
ければなりません。規則やルールを作る以前に、社員や
協力企業が我が社の規格を守っていくかという問題が発
生します。だから私たちは規則やルールの策定を社員や
協力企業が参加し、相互理解のもと、思いやりやモチベー
ションに基づいて行っています。これにより人々は自分
がこのビジネスの一員であることを実感します。あなた
に正直に言うと、我が社は最も快適な職場環境を整備し
た鉱山会社の 1 つです。我が社の社員 1 人 1 人がお互
いを尊重し、自分たちがこの大きなプロジェクトの一員
であることを認識しています。オユトルゴイはとても大
きなプロジェクトです。そういう意味では今後も改善し
て行かなければならないことがいくつもあります。私た
ちは絶えず改善に向けて努力しています。

J:　あなたたちが行う全てのことは事業計画に基づいて
います。あなた方の事業計画を 12 の金融機関が承認し
ました。そしてプロジェクトが予定期間内に実施され、
成功できるように融資が決定しました。もし、全てが計
画通りに実行されれば、もちろん計画通りに進むと思い
ますが、坑内掘りの開発はいつ終わり、鉱物の精鉱はい
つ始まりますか？
トーレス :　あなたは我が社の鉱山を見た人として、こ
のプロジェクトがどれほど大規模かを想像できると思い
ます。あなたが見たように、世界で最も大きい 2 つの
立坑を建設しています。

2 つの立坑の深さは 1.2km あり、これはブルースカイ
ホテルの 12 倍に相当する高さです。この立坑を通り、
一度に 200 人の作業員が入り、坑内掘りで採掘された
鉱物を運び出します。また、全長 200km の横坑を掘削
する計画をしており、そのうちの 50km 掘り進みまし
た。プロジェクトは時間的に厳しいところもあります。
まず第 1 段階では鉱物の精鉱、輸送を 2020 年半ばか
ら開始する予定です。鉱山の生産能力を 2027 年まで
に 100％にする予定です。

J:　ピーク時の生産量はどのくらいになりますか？
トーレス :　現在、私たちはおよそ 15 〜 16 万トンの
銅鉱石を精鉱しています。

J:　生産期間はどのくらいかかりましたか？
トーレス :　昨年 1 年間で 15 万トンの銅を生産しまし
た。今後はこの生産量を 50 万トンに増やす計画です。
2027 年までには銅の生産量を今の 3 倍に増やしていく
予定です。

J:　これから 10 年先ということですね。10 年後には
鉱山はどのレベルに到達しますか？
トーレス :　採掘期間は、オユトルゴイの埋蔵量から見
て 70 〜 75 年だと思います。言うまでもなく定期的に
新しく開発する必要があります。まずはオユトルゴイ鉱
山の北部に位置する坑内掘り鉱床「北ヒューゴ」に深さ
1.2km のエレベーターを設置します。次に深部 1.5km
のエレベーターを設置します。その後に鉱体の採掘を始
める予定です。

J:　既存の立坑の地下にある鉱石の採掘が完了したら、
次の立坑で掘削が行われるという形で採掘活動は続いて
いくのですか？
トーレス :　はい、その通りです。

J:　そうすると今後 70 年間採掘が続きます。そして次
の世代を迎えますね。今の活動は次の 50 年間の事業活
動の基盤を構築していることですか？
トーレス :　 はい。その通りです。重要なことは、膨大
な資金を投資したことより、私たちが今下す決定は全て
長期的な視点に立ち、将来を見据えていなければなりま
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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。

せん。私は鉱業分野の仕事に携わって 28 年になります。
そのうちの 20 年間は管理職として務め、南米、北米、
ヨーロッパ、アジア太平洋諸国で仕事をしてきました。
そして今はアジアで働くチャンスに巡りあいました。経
営者としての経験から言うと、常に短期間の長続きしな
い決定を出させる状況があります。しかし、短期間で長
続きしない決定は、長期計画を台無しにすることがあり
ます。特に鉱業分野では、将来収益をもたらすための長
期的な決定が必要不可欠です。だから私たちは将来を見
据えた寿命が長い決定を出し、長期的に収益を出すため
の取り組みを続けています。私たちが実施しているオユ
トルゴイプロジェクトは、モンゴル人と彼らの子どもた
ちだけではなく、次の、その次の世代のためのものです。
だから私たちは、選択した決定に対して責任を持たなけ
ればなりません。私たちが下す決定が、モンゴルの何世
代にも影響するからです。私たちは次の世代に何を残す
かを慎重に考えて行かなければなりません。このビジネ
スを長期的に維持して行くために、どんな決定を下さな
ければならないかを考える必要があると思います。

J:　 ちょうど今モンゴル政府、国会、監査機関からい
くつかのワーキングチームが立ち上げられ調査をしてい
ます。彼らはどうして一斉にあなたの会社を調べ始めた
のですか？あなたはどう見ていますか？
トーレス :　 オユトルゴイは膨大な資金が投じられた大
規模なプロジェクトです。モンゴルにいる全ての人がこ
のプロジェクトから多くのことを学んでいます。私たち
は透明性をもって事業活動を行っています。政府のエー
ジェンシーや省庁には私たちの事業内容を確認する機会
を作っています。プロジェクトがどのように進んでいる
かを全ての機関、省庁に見せるための努力をしています。
私たちはこれからも政府エージェンシー、省庁、その他
の機関に自分たちの事業やプロジェクトがモンゴルにど
んな影響を与えているか、どれだけの収益をもたらして
いるかを理解してもらうために、彼らとの協力を継続し
ていきます。今あなたが言ったワーキングチームの調査
に関しては、我が社の事業に対する人々の誤解を解く
チャンスだと見ています。一部の人がモンゴル政府とオ
ユトルゴイプロジェクトが締結した契約書の 1 つ 2 つ
の条項を取り上げて批判する向きがあります。

　私たちは契約書の条項についても将来を見据えて取り
組まなければなりません。投資とは単に大規模な資本的
な支援というだけではありません。投資は人材開発、技
術革新をもたらします。今のこの投資は、将来入ってく
る投資のテストケースです。将来を見据えてオユトルゴ
イ契約書の条項を読めば、モンゴルにとって有益な契約
書になっていることが分かるでしょう。財政的にみれば、
オユトルゴイプロジェクトによって 75 億ドル、つまり
18 兆トゥグルグの投資がモンゴルに入って来ました。
各種税金や人件費及びその他の購買費などの会計上の金
額で見ても分かると思います。資本の規模で私たちは世
界第 3 位となる大規模なプロジェクトを実施していま
す。全社員の 95％がモンゴル人です。このプロジェク
トはモンゴル人が新しい技術を学ぶ大きなチャンスとな
りました。新しい技術、働き方、優先順位の決め方、現
代のビジネスについても学んでいます。その他に 300
人の取引業者と国際基準に適合した取引をしています。
また、海外での奨学金教育プログラムも実施しています。
私たちが実施しているこれらの活動は、プロジェクトを
長期間持続させるためのものです。私たちは約 700 社
と協力して事業を行っています。彼らは新しい技術を学
んでいます。人材及び技術における貢献を述べるとこの
ようなことが言えます。私たちは鉱業分野で先頭に立ち、
モンゴル人の能力とリオ・ティントの技術を合わせて完
璧な事業環境を築きました。我が社の社員は短期間でリ
オ・ティントの技術を習得し、効率良く働いています。
　私たちがオユトルゴイプロジェクトを開始して 5 年
になりますが、我が社に投資する海外投資家たちは私た
ちの成功を見通しています。今日までの利益はオユトル
ゴイ契約書が締結された日から始まりました。そのため、
その契約書の 1 つ 2 つの条項だけを見てオユトルゴイ
プロジェクトを判断してはいけません。契約書を国際的
な視点に立って見なければなりません。このプロジェク
トがもたらす成果は、経済的な貢献よりも価値がありま
す。

2018 年 6 月 16 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/armando-torres-armando-torres
リンクにてご覧いただけます。
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国際通貨基金による拡大信用供与の第 5回目の評価を行う

ワーキングチームはモンゴル政府と会談した。会談では両

者が今年末までに公務員の給与を引き上げる問題について

協議した。

　給与とはインフレがない場合は労働者が生み出した価値

に関連して発生する数字である。給与は労働生産性と関係

するものだが、物価上昇や為替レートの変動によってバラ

ンスが崩れている。最低賃金は 2 年ごとに 25％ずつ引き

上げられてきた。最低賃金からは所得税を徴収しないが、

社会保険料は徴収すると言っている。例えば、最低賃金

24 万トゥグルグを 30 万トゥグルグに引き上げた場合、引

き上げられた 6 万トゥグルグに税金はかからない。

　2017 年の統計では 192,000 人の公務員が働いている

という数字がある。そうすると年間 120 億トゥグルグの税

金が徴収されないということになる。この割合で税収が減

少する場合、同じ割合で税金を引き上げるか、或いは歳出

を削減するかという問題について既に検討して決めている

はず。

　季節雇用形態で働く労働者は最低賃金で働いている。最

低賃金が上がれば企業側としては人件費が増えるから労働

者数を削減しようとする。2016 年に最低賃金を 24 万トゥ

グルグと定めた。これは一月に 21 日 168 時間労働として、

時給に換算すれば 1,430 トゥグルグということである。最

低賃金を 30 万トゥグルグに引き上げた場合は時給 1,790

トゥグルグつまり 0.74 ドルになる。しかし、韓国では時

給 7,530 ウォンつまり 6.75 ドルである。時給がモンゴル

より 8 倍も大きいからモンゴル人は韓国に出稼ぎに行って

いる。また、モンゴルではアルバイト雇用が減少傾向にあ

るから、最低賃金の引き上げは今後も貧困率削減に影響を

与えないと思う。

　“ 給与を引き上げても良いが、問題はその資金をどこか

ら出すのか？政府は何も生産しないから資金を調達する方

法は 2 つしかない。その 1 つは税金を引き上げる。

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7月29日

最低賃金を引き上げる

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

４銀行が自己資本比率を引き上げた

もう 1 つはモンゴル銀行から借り入れる。要するに紙幣を

発行することだ。紙幣を発行する形で給与を引き上げると

一部の人は得をするが、多くが損をする。”

昨年、モンゴルの銀行業界においてリスク資産評価が行われ

た。毎月、モンゴル銀行から発表される情報によれば、“銀

行は現状のシステムを維持する上で 5100 億トゥグルグの資本

増強が必要 ”ということだ。従ってモンゴル銀行から各銀行に

自己資本の不足分を補うように指示が出た。5月から4つの

銀行が総計1287億トゥグルグの資本、つまり目標増資分の

4分の1を上げた。要求では今年末までに残りの 4分の3を

引き上げなければならない。

　しかし、どの銀行がこの自己資本比率を上げているかが

重要である。モンゴル銀行は銀行の名前を言えば銀行の信

用が失われると説明している。しかしモンゴル銀行はどの

銀行かを言うべきである。もし、その銀行が倒産した場合

は全ての顧客の預金を負担しなければならない。預金保険

コーポレーションという組織は各銀行から手数料を取り、

基金を作り、そこから 2,000 万トゥグルグまでの預金を保

護する。だから預金者の権利を保護するためには、どの銀

行がどうなっているかをモンゴル銀行が公表する義務があ

る。

　商業銀行の自己資本比率は 9 〜 10％であり、90％が他

者から集めた資金である。だから商業銀行の活動は資金の

持ち主に対して透明でなければならない。もし、何らかの

リスクが起きるようであれば預金者は早いうちに預金を引

き出す権利がある。

　モンゴル銀行が毎月情報を提供することになったのは良

いことだが、一般に対して完全に公開されていない。自己

資本比率を上げたが、どの部分が増資されたかが重要であ

る。自己資本は固定つまり 1 級レベルの自己資本と、追加

つまり 2 級レベルの自己資本の 2 つに区分される。
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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-sh7-29
にてご覧いただけます。

レビュー全文を

モンゴルとトルコが共同設立した学校の
トルコ人副校長が誘拐された

　1 級レベルの自己資本には株主の資産と利益が含まれる。

2 級レベルの自己資本にはリスク資産再評価と 2 次負債の

増加が含まれる。1 次負債とは最初に支払う負債つまり取

引先と預金者の資本である。2 次負債とは長期ローンが満

期を迎えた時に株式に変換できる条件付きのローンの事で

ある。だから自己資本比率の引き上げは上記の 2 種類の負

債のどれになっているかを説明するべきだ。9 月 31 日に

各銀行が報告書を公表しているため、その報告書を見れば

分かるかもしれない。

　もし、銀行が自己資本比率を自分たちで引き上げること

ができなかった場合、政府が資金を出す。だが、政府は出

した資金に相当する株式を保有しなければ、銀行の所有者

は無利子の資金で銀行を救ってもらうことになる。これは

自己資本比率を引き上げなければならない銀行にとって有

利になるから株式にするか、或いは外国企業に売って株主

変更を行う必要があると思う。銀行の資本の 90％が預金

者の資金で成り立っているならば、全ての活動が透明でな

ければならない。

先週の金曜日、モンゴルとトルコが共同設立した学校のト

ルコ人副校長ヴィゼル・アケイが誘拐された事件が起きた。

　国と国が協議して合意する、犯罪者の引き渡しなどに関

する条約がある。拷問や残虐な非人道的な扱い、又は刑罰

を禁止する拷問等禁止条約があり、モンゴルは 2000 年に

批准した。この条約の第 3 条に “ 締約国はその者に対する

拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる根拠がある

場合、他国へ追放し、送還し又は引き渡してはならない。”

と定められている。モンゴルに外国の警察組織が入って来

て 1 人を拉致しようとしている。これはいつか私たちモン

ゴル人もこのように拉致されるということである。モンゴ

ル国刑事法 1.7.3 では “ 当該国の法律に定められた死刑或

いは拷問を受ける十分な根拠がある場合は外国人、無国籍

の当該人をその国に犯罪捜査、刑罰のために送還してはな

らない ” と定められている。

　モンゴル政府は事件の真相が明らかになるまでは、副校

長を拉致するためにトルコから来た小型飛行機を離陸させ

ないという不明瞭な返事をした。

　モンゴル政府はこの誘拐事件について本当に知らなかっ

たのかという疑問が残る。在モンゴルトルコ大使館は、私

たちが関わってないわけではないが、違法な行為はしてい

ないと言っていた。そうすると今回の誘拐事件は交渉とい

う意味があるかもしれない。

C 型肝炎の日
“ 肝臓が健康なモンゴル ”という国家プログラムの一環と

して15〜 39歳の国民を対象にC型肝炎の無料検査を行っ

ている。

　現在、公式発表によれば C 型肝炎の感染者数は 14 万人

である。昨年、35 万 3 千人が検査を受け、58,000 人が

感染していることが分かった。そのうちの 40,000 人が治

療を受け完治したという調査がある。

　モンゴルでは C 型肝炎による肝臓癌死亡者数の指標は非

常に高い。特に肝炎になったことを知らずに肝臓癌で死亡

する人の数が増えている。一人ひとりが B 型、C 型肝炎の

検査を受ける必要がある。検査を受けて肝炎になっていな

ければ予防接種を受ける。C 型肝炎は 2015 年から治療で

きるようになっている。また、個人は日常生活における衛

生状態、健康的な生活習慣を重視し、飲料水の衛生管理を

徹底する必要がある。
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