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　フシギーン・フンディの新空港開港は、ボヤント・オハー

空港（現チンギスハーン国際空港）にどれほど大きな可能

性を開いてくれるだろうか。可能性の一つとして、先週の

“ ボヤント・オハー空港のあらゆる可能性 ” という記事で

航空機の技術サービスのビジネスを例にあげた。今回はそ

の他の可能性について探ってみよう。

　3年前にウランバートルで開催されたアジア・ヨーロッ

パのハイレベル国際会議であるアジア欧州会合（ASEM）

をきっかけに、モンゴル政府はチンギスハーン国際空港に

200 億トゥグルグの資金を投じて、トランジットホール、

９つの駐機場を増設し、さらに空港の敷地を広げ滑走路を

500m拡張した。

“ ボヤント・オハー空港の現在の価値は3億ドル、つまり
7500億トゥグルグである。この空港に投入した膨大な資
金に見合った成果を得なければならない ”
　ボヤント・オハー空港には特定の民間航空会社を残し、

新しい需要を掘り起こし、それに対応したサービスを提供

する可能性がある。しかし、どの様なサービスを提供する

かを早急に決めなければ、現在は空港運営収入で賄われて

いる 480 ヘクタールの敷地の警備や建物設備の維持費で

ある年間１億ドルを国家予算から出すことになる。

　ボヤント・オハー空港を航空機の技術サービス以外に、

航空需要に対応するためのパイロットや客室乗務員、エン

ジニアの養成学校、小型航空機の組立工場専用の空港とし

て活用できる。これらを長期的ビジョンに立ち、いち早く

実行に移し、国有企業から民間企業に移行し発展させれば、

今よりもさらに収益が上がるようになる。

貨物輸送をフシギーン・フンディ新国際空港に移転させ、

ゼネラル・アビエーションをボヤント・オハー空港に集中

させることが可能である。

　近年、モンゴルではゼネラル・アビエーション、つまり

チャーター機やエアタクシー、農業機、航空写真撮影、測

量、気象、捜査、緊急救援活動及び航空宣伝、航空スポーツ、

操縦訓練、遊覧飛行などの需要が高まっている。

　2017 年の一年間で、鉱山企業によるオユトルゴイ、オ

ヴォートへのチャーター便運航で 216,000 人の旅客が輸

送された。これは定期国内線の 2倍の人数となる。現在、

国民の緊急事に必要不可欠な医療救援、農業、自然環境保

護調査など、社会的な活動を目的としたフライトは少ない

状況だ。またモンゴルの軍・警察機関の緊急活動に専用の

航空機、空港が必要である。

　私用・公用含め、観光やエアタクシーなど、最新のビジ

ネス向けフライトの需要にまだまだ対応できていない。最

近では、個人のプライベートジェットの利用が増加してい

る。ウランバートル近郊で航空機の保管や離着陸の最適な

場所はボヤント・オハー空港である。個人のプライベート

ジェットやチャーター便の運用条件などを早急に策定し、

管理体制を構築する必要がある。さらにより広範囲に様々

な航路を飛行する航空機の連絡、航空管制（ナビゲーショ

ン）の設備を増設しなければならない。

ボヤント・オハー空港の

あらゆる可能性 Ⅱ

ゼネラル・アビエーションの可能性

航空教育センター

　民間航空は、旅客・貨物の定期航空とゼネラル・アビエー

ション（一般航空）の２つに分類される。モンゴルは旅客・

“ 国際民間航空機関（ICAO）の報告によると、全世界で
2010年の軍事以外の航空機の数は62,000機だった。そ
れが2030年には152,000機になると予測している。”
　この予測によれば、2,600 万～ 5,200 万時間のフライ

トとなり、これに対応するため操縦士、メンテナンス作業

員、フライト管制員など新たに 200 万人が必要とされる。

年々増加している航空業界の人材需要を、既存の航空教育

機関では満たすことができない。

　これらの需要の 40％をアジア太平洋地域が占める。

2020 年に中国のゼネラル・アビエーションの航空機は

5,000 機になり、500 の空港が建設され、175 万時間の
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フライトをするようになる。中国は小型ジェット機の製造

に積極的である。

　モンゴルの地理的優位性、年間の 3分の 2は快晴という

気候から航空産業としての条件を整備できれば、中国とロ

シアの航空関連の実習、飛行訓練を行う教育センターの設

立も可能である。

　中国では国防部が領空を監視し、民間飛行の許可を交付

している。これが中国域内での飛行訓練を非常に困難なも

のにしている。そのため中国の民間航空会社もモンゴルに

航空教育施設を設立することに興味を持っている。今後、

中国は何千人もの操縦士を養成しなければならないが、養

成のためにイギリスやアメリカへ渡航する際のビザの取得

が容易ではないようだ。

　モンゴルでも民間航空業界における人材の需要が増加し

ており、国内外で養成している。

“ この 6年間で民間航空庁が操縦士 56人をアメリカ、カ
ナダ、ウクライナ、タイ、ロシア、オーストラリアなどの
国で養成し、その費用として170万ドルが計上された。”
　ボヤント・オハー空港の既存の総合インフラを利用し、

国際基準に適した研修を実施する教育センターを設立すれ

ば、操縦士・エンジニア・技術者の養成を段階的に行う事

ができる。これを実現するためには、この教育センターを

国際機関のプロジェクト資金で設立し、海外から優秀な専

門家を招聘し、自分たちで彼らのノウハウや技術を学ぶ必

要がある。

　アメリカやヨーロッパの航空学校の支部校を設立し、講

師を招聘する方法もある。まずは訓練実習センターとして

活動し、その後は総合航空学校となり、世界に認められる

機関を目指す必要がある。

　航空学校を設立できれば、ボヤント・オハー空港の周辺

にホテル、レストラン、娯楽施設も設立され、数千人のモ

ンゴル人が職に就くことができる。

　ノヴォシビルスク市でこの飛行機の新型となる TBC-

2MCモデルが製造されている。

　An-2 は陸上だけでなく水上、雪上どこでも離着陸でき

る。離陸のための滑走距離は 50mで、1400kmの航続距

離がある。12人乗りのこの飛行機はモンゴルでも長年使

用されてきた。

“ このAn-2 は、東南アジア諸国から300機の注文があっ
たが、西側諸国によるロシアへの禁輸制裁により供給でき
ない。そのためロシアがモンゴルに共同で製造する提案を
した。”
　いずれにしてもこのAn-2 にとってライバルとなる他国

の小型航空機の比較調査を行い、モンゴルで小型航空機を

組み立てる可能性を探る時が来ている。

　モンゴルのように広大な国土があり、各地方を繋ぐ舗装

道路が整備されていない国では小型航空機のニーズが非常

に高い。世界の一部の国々では飛行する自動車を作ってど

のように利用するかについて規格や基準を定めようとして

いる。私たちはそれを見てただ座っているだけでは何も進

まない。

　目先の利益のためにボヤント・オハーに住宅を建設する

より、この国に長期に渡り経済効果をもたらすあらゆる可

能性を賢明に活かすことが権力者の義務である。

モンゴルで組み立てる
　モンゴルには小型航空機の製造、メンテナンスセンター

の設立、技術サービスのネットワークを構築できる可能性

がある。これに関してMIAT モンゴル航空はロシアと共同

で古い型の飛行機An-2 を試験的にモンゴルで組み立てて

いる。
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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

スティーブン・フィッシュ
カリフォルニア大学バークレー校教授

J（ジャルガルサイハン）:　あなたが初めてモンゴルに来た時の
ことを聞かせて下さい。
フィッシュ :　私が初めてモンゴルを訪れたのは 1997 年 12 月
です。2 度目はその 15 年後の 2012 年 2 月に訪問しました。今
回は 3 度目ですが、嬉しいことに -30℃の極寒の世界ではなく、
暖かい時期に来ることができました。

J:　あなたは 20 年前と現在の両方のモンゴルを見ています。そ
して政治学者です。ロシアや中国にも行ったことがあります。そ
ういう意味であなたは、社会主義体制が崩壊した後のロシア、中
国、モンゴル三カ国について詳しいと思います。20 年前と比べ
てモンゴルはどのように変化したと感じますか？
フィッシュ :　言うまでもなく 20 年前とは全く異なる国となっ
ています。私は 20 年前に初めて訪蒙した時、モンゴルは民主主
義世界に船出をするという大きな希望をもっていました。当時は
旧ソ連との貿易関係が崩れたため、モンゴルは経済的に困難な
時代でした。なぜならモンゴル経済はそれまで全面的に旧ソ連に
依存していたので、ソ連崩壊がモンゴル経済に深刻な打撃を与え
ました。当時のモンゴルは社会主義体制に支配された形だったの
で国としてはあまり良くありませんでした。しかし、今日のモン
ゴルは民主主義へ完全に移行した国となっています。経済的にも
当時と比べると遥かに改善されています。さらに、人口統計学的
な変化は高水準に達していることが明らかに見て取れます。私は
1997 年に初めてウランバートルを訪れた際、人口の 40％がウ
ランバートルに住んでいました。しかし私が理解している限りで
は、現在は全体の過半数がウランバートルに住んでいます。だか
ら、過去数年間で多くの人々が都市へ移住したことが分かります。

J:　民主主義、特に選挙おいては、モンゴルはロシアや中国に比
べて国民の選挙権が維持されています。しかし同時に批判すべき
事も多くあります。深刻な腐敗などです。あなたは民主主義と市
民社会の関係性をどのように考えていますか？
フィッシュ :　市民社会は民主主義の重要な要素です。具体的に
言えば、市民社会を民主主義に必要不可欠な条件としてみること
ができます。例えば、ロシアなどの国々では強い市民社会が成り
立っていません。
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民主主義を成し遂げていない国とは
強力な市民社会が形成されていない国です。

スティーブン・フィッシュ教授はアメリカのコーネル大学を卒業、イタリア・ボローニャのジョンズホプキンス大学高等国際
関係大学院で修士号、スタンフォード大学で博士号を修めました。彼はカリフォルニア大学バークレー校、ペンシルベニア大
学で教鞭をとっています。また、中国の南京大学、インドネシアのアイルランガ大学、カザフスタンの大学で客員教授を務め
ました。10 冊の本を上梓し、約 40 の論文を執筆しました。彼はアルジャジーラ、CCTV、CNN、CNBC、BBC、オークラ
ンド TV などのテレビ局でレビュアーを務めており、民主主義について研究をしています。ロシア語、インドネシア語、イタ
リア語、フランス語を習得しています。

それは民主主義が確立されていないことを意味します。私は
1990 年代初頭、論文を書くためにロシアに行きました。当時の
ロシアでの民主化の過程、民主主義運動、政治家への反対運動に
ついて調査しました。その時の調査で分かったことは、それらの
運動が強くなかったということです。また規模も大きくありませ
んでした。しかし、モンゴルの場合は国民の大半が政治を変える
ための、政府が国民への責任を持つ体制を作るという願望が強
かったと思います。ロシアの場合は、エリツィン政権下では最悪
な状況でしたが、国民は政府に対してそれほど強く反発していな
い時代でした。

J:　ロシアは国民の教育レベルが高く、知的かつ読書好きで常に
学ぶことを重視しているなど、社会的な指数が非常に高い国です。
その様な国でどうして市民社会が強くないのですか？
フィッシュ :　その通りです。しかしそこには重要な秘密があり
ます。要因としてロシア人は団結力が弱く、政府に集団で圧力を
かけないことにあります。民主主義社会・経済の近代化論的には、
ロシアにおける市民社会は強くなる必要がありました。しかしそ
うならなかった。さらに言えば、市民の権利を確立できる時代と
なっても市民社会を強化できませんでした。加えてロシアでは社
会主義時代から市民が消極的でした。

J:　モンゴルも含めポスト社会主義の多くの国では選挙で選ばれ
たエリートたち、言い換えれば政党の活動が不透明です。政党は
資金に関する公表をしない、市民も政党に対して資金活動の透明
性を求めません。これは民主主義の強化に関係しますか？
フィッシュ :　その可能性はあります。政党が資金をどこから調
達しているか、国民が知っていることが大切です。これはアメリ
カでも大きな問題となっています。しかし、民主主義の初期段階
において、人々が透明性についてあまり理解していないことが
多々あります。人々が透明性について考えることが重要です。政
党をどのように指導しているか、どこから資金を調達しているか
を公表するように国民が要求しなければなりません。アメリカで
は過去 20 年の間に大きな改革をしてきました。私たちは民主主
義の原則を確固たるものにしていくために取り組んでいます。今
日のロシアは権威主義体制へ移行しています。
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2018 年 8 月 8 日デファクトインタビューの内容を一部省略しました。

この動きは今現在、進行中です。モンゴルなどの新興の民主主義
国では腐敗が多いことを誰もが見ています。政党はお互いの腐敗
をマスコミに暴露しています。しかしこれは権威主義体制の国で
は腐敗が少ないということでありません。ロシアではモンゴルよ
り腐敗がはるかに多いのです。問題は国民がそれを知らないこと
です。情報は秘密にされています。一つの政党が全てを管理し、
議会が行政を監視できなくなった場合、腐敗を完全にコントロー
ルできなくなります。それが今のロシアで起きています。人は誰
しも過ちを犯すと思います。モンゴルでもしばしば見られること
ですが、腐敗があまりにも多いと国民は強い政府、強い指導者、
独裁者がいれば問題を解決してくれると考えるようになります。
しかしこれは部分的に問題を軽くするだけで、解決にはなりませ
ん。逆に悪化させます。

J:　あなたが言ったように、モンゴルでは選挙の度に政党の腐敗
問題が取り上げられます。要するに、定期選挙の度に腐敗はこれ
から改善されるという期待を国民に植え付けています。その一方
で私たちは日々腐敗についてのニュースを耳にするので、この国
に腐敗が多いことを良く知っています。しかし、腐敗について何
も語られない国では、全く腐敗がないように見えます。例えば、
中国では腐敗防止のために習近平国家主席が積極的に取り組んで
いると見られています。あなたは中国政府による腐敗防止の活動
をどう思いますか。中国の腐敗防止のための取り組みは実際に効
果がありますか？或いは限定的だと思いますか？
フィッシュ :　基本的に習近平は、自分の側にいる政治関係者に
腐敗防止のための取り締まりを全く行っていません。彼の反腐敗
運動の犠牲となっている人たちは、彼に反対する者、彼の政敵、
或いは彼と対立する可能性がある人たちです。これは本当の腐敗
防止運動ではありません。これは彼が自身に権力を集中させるた
めの活動だと見ています。また、習近平の反腐敗運動の目的は、
国民に腐敗を無くそうとしているように見せ、そのような印象を
与えることです。なぜならば、中国の共産党は最も腐敗に溺れて
いる党であり、中国の政治体制がロシアのプーチン体制に近づい
ていると中国国民が知っていることを習近平は良く理解している
からです。だから、彼は自分の政治権力を強化するために反腐敗
政策を実施しています。これは中国の腐敗が減少することを表す
ものではありません。

J:　中国の発展、一党独裁の政治体制、中国の特徴的な共産主義
などから見て、今の体制が今後どのくらい長く維持されると思い
ますか？
フィッシュ :　中国共産党が革新的とも言えるくらいに権威主義
体制を強化していることが非常に興味深いことではあります。鄧
小平の時代、政権継承に関する規則を党内で確立させ、権力を平
和的に継承するようになりました。非公式に定められた規定では、
中国のどの指導者も 5 〜 10 年間国家を指導できるようになって
います。この間に指導者の政治活動を長老が評価します。そして
10 年後に指導権を次に継承します。体制的にはとても効率的で
す。この体制は、指導者が権力を次の人に継承する時、例えば死
亡した時などに国家を誰が指導していくかという問題を解決して
くれます。だから共産党を強化させるために体制を１人から切り
離すのです。

これは将来何が起きるか、権力を誰が継承するのかを予測できる
ようにしてくれます。今の習近平と権威主義体制は、毛沢東の時
代と同じく全ての権力を１人に集中させ強化しています。中国共
産党の体制は強力ですが、１人に権力が集中しない仕組みでした。
しかし今の習近平政権は、スターリンの旧ソ連時代に起きたこと
と同じ道をたどっています。

J:　1 人だけに過度に依存することは、その 1 人だけを尊重する
ようにしてしまいます。しかし、遅かれ早かれいつか必ず終わり
を告げます。
フィッシュ :　権力が 1 人に集中するということは、いつかは不
安定な状況を生み出すということです。今の体制では、国家主席
である習近平が亡くなった時に何が起きるかを人々は予測できな
い状態になっています。例えば、今日プーチン大統領が亡くなれ
ば、明日何が起きるか誰にも分かりません。これは事前に予測す
ることを不可能にしています。今日ではプーチンが全てを統一し
て管理し、財閥を監視し、政策を指導しています。もし、彼がい
なくなったら、ロシアは崩壊する可能性があります。しかしこれ
こそが、彼が国民に抱かせたいイメージです。だから誰もが彼を
取り囲んでいます。しかし、これはロシアの大きな欠陥になって
います。

J:　プーチン大統領が政権に就く期間はスターリンと同じ長さに
なります。モンゴルと隣接するロシアと中国という二カ国では、
権力が 1 人に集中するようになりました。これはロシアと中国が
不安定な状況になる原因とみていますか？
フィッシュ :　 今後、この二カ国には不安定な状況が発生するこ
とは明らかです。私はこれに関して全く疑いをもっていません。
スターリン死後、旧ソ連では権力闘争のためフルシチョフの過激
な行動が起きました。これと同じように今のロシアにも権力争い
が起きると思います。しかし、スターリン死後の旧ソ連には共産
党がありました。自分たちの理念、遵守する規則、体制をもった
党がありました。しかし、今のプーチン大統領のロシアにはこれ
らがありません。全くないと言っても過言ではありません。政党
というものはなく、人々を忠実に従わせるための監視カメラがあ
ります。何らかの理念或いは原則はありません。今日、人々が何
をするかを教えるプーチンがいるだけです。彼が政治の舞台から
いなくなった時、ロシアはとても不安定な状況に直面すると思い
ます。これがロシアのアキレス腱となっています。
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　インフレとは物価が上昇することだ。ここでモンゴル人がよ
く知っている料理の価格を例にしよう。1990 年にはホィツァ
イ（春雨と野菜と肉団子が入ったスープ）は 6 トゥグルグ、平
均月収は 500 トゥグルグだった。2018 年のホィツァイの価格
は 12,000 トゥグルグ、平均収入は 90 万トゥグルグとなって
いる。これを見れば同じ料理の価格は 2000 倍、収入は 1800
倍となっている事がわかる。
　モンゴル銀行が維持しようとしているインフレ率は約 8％で
ある。消費者物価指数（CPI）で表されたインフレ率は現在7.2％、
つまり維持範囲にある。本来インフレ率は年間 2％であれば経
済成長は正常とされる。モンゴルの場合は 8％ではなく、5％
が最も望ましい。
　消費者物価指数はインフレ率を計る方法の 1 つであり、これ
には家計消費指数と生産者価格指数がある。モンゴルでは生産
者価格指数を出していない。しかし、消費者物価指数を利用し
て家計消費指数を出している。消費者物価指数は、家計の消費
籠の中にある商品・サービスの価格の変動を表す指数である。
モンゴルはこの消費籠に 344 品目の商品を入れており、特定の
期間で籠の中の商品を変更する。モンゴルは籠の中の品目を最
後に 2010 年と 2015 年に更新した。
　国家統計局は “ 主要な商品価格に対するインフレの影響と短
期間のインフレの予測 ” という報告書を出した。今までモンゴ
ルで実施されて来たインフレ調査は、インフレとマクロ経済指
数の間での関係性を主に取り扱っていた。しかし、国家統計局
のこの調査では消費者物価指数の商品・サービスの品目ごとに
説明している。この調査の予測によれば、2018 年 6 月から
2019 年 2 月までのインフレ率は少々下がり、2019 年 3 〜 5
月に上昇するとのこと。
　家計消費の籠の中にある 344 品目の商品・サービスの価格の
中から、インフレに最も影響する 50 品目の価格を調査してい
る。これらの 50 品目の大半、つまり 72％が輸入品である。そ
の中でチョコレートクリームの価格はインフレに最も影響して
いる。チョコレートクリームの価格指数が前年同期比で 10 ポ
イント上がると、その月のインフレ率は平均 0.11 ポイント上
がっている。この予測では、これらの 50 品目の中の何品目を
国内で生産し、何品目を輸入しているかによって為替レートの
影響も受ける。
　主要な商品価格の変動はおおよそインフレ率に良い影響を与
えている。インフレ率を最も上げている主要商品には、飲食店
の価格（0.01 ポイント）、“ ボリギオ ” ビール（0.08 ポイント）、

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8月5日

インフレ率 7.2％

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

高等教育の価格

白色塗料（0.07 ポイント）、A-92 ガソリン（0.07 ポイント）、
“Fairy” 食器洗剤（0.07 ポイント）がある。
　貨幣論によれば、マネーサプライがインフレ上昇の主な要因
とみる。しかし、マネーサプライは政府の財政赤字による。政
府は経済活動における主役である。今ではモンゴル政府の購買
は経済全体の約 30％を占めている。先進国では 17％が十分だ
と見ている。モンゴルの場合は新興国なので 20％ほどで国有
企業と民間企業の経済活動バランスを保つことになる。
　政府への監視が弱いから大きな購買が非効率的に行われてい
る。だから、モンゴルのインフレ率には財政赤字が影響してい
ることを国民が理解しなければならない。財政赤字があるとい
うことは、歳入が歳出より少ないということである。その差額
は自然に湧いてくるわけではないので、借入るか或いはモンゴ
ル銀行に紙幣を発行させる必要がある。実際、政府はその差額
を埋めるために税金を引き上げるか或いは紙幣を刷るだろう。
　モンゴル銀行の主な目的は物価を維持することにある。しか
し、私が思うにはモンゴル銀行の目的に雇用水準も上げたいの
だろう。労働人口全体における 5％から 6％までの失業率を金
融政策で調整するということである。ビジネスへのマネーサプ
ライが多ければ多いほど雇用が増える。モンゴル経済の主目的
の 1 つは失業率を下げることである。

　国立大学は 2018 〜 2019 年度の授業料を 6.5 〜 16.5％引
き上げた。法律では高等教育機関の授業料は、大学の理事会が
決める。全国には 96 の大学があり、そのうちの 18 校が国立
大学である。これらの大学に在籍している全学生数は 155,000
人であり、そのうちの約 9 万人が 18 の国立大学に在籍してい
る。18 の国立大学の全教員数は 8100 人である。授業料の引
き上げはこれらの人たちの生活に関わっているから無責任に対
応してはならない。
現在、授業料の引き上げを申請している大学：

・モンゴル国立教育大学：126,000 〜
177,000 トゥグルグ（最も安い）

・国立医科大学：159,000 〜 299,000 トゥグルグ
・モンゴル国立大学：200,000 〜 386,000 トゥグルグ
・モンゴル科学技術大学：251,000 〜

327,000 トゥグルグ（最も高い）
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デファクトレビューの一部を省略しました。
レビュー全文を www.jargaldefacto.com にてご覧いただけます。

ヴィゼル・アケイ事件の真相
　2017 年度では、国立大学の 1 科目 1 時限の授業料は 5 〜
10 万トゥグルグである。授業料が最も高いのはモンゴル国立
大学、国立医科大学、文化芸術大学である。
　モンゴルの教育政策は良くない。モンゴル政府は教育分野に
対して非常に無責任に対応している。今では政府が国立大学に
交付する固定費さえも交付できない状況にある。2017 年に国
立大学の固定費として 210 億トゥグルグの予算案を国会に提
出したが、経済が困難な状況にあるため 21 億トゥグルグの予
算のみ確定されたと教育文化科学スポーツ省高等教育政策局長
T. アマルジャルガランが言った。210 億トゥグルグの予算案
を提出しているのに 10 分の 1 にまで減額している。大学には
固定費の半分を国の予算から、半分を学生の授業料から賄うこ
とと決めておきながら、政府は自分たちが出すべき予算を交付
しない。このように混合した資金調達の形式は様々な問題を引
き起こしていることを重視しなければならない。こうなると国
立大学を民営化した方が良い。ノルウェー、フィンランド、デ
ンマークなどの国々は高等教育を無償にした。これは高等教育
に掛かる膨大な費用を政府が全て負担しているということであ
る。
　大学の財源の 1 つは寄付金である。卒業生たちが自分の大学
に金銭を寄付する。その場合、寄付した額を税金から免除する
仕組みが必要だろう。この仕組みがないから商業銀行や大手企
業は奨学金という名目で自分たちを宣伝している。本来、マー
ケティングと寄付は全くの別のものである。寄付とは名前を名
乗らず、見返りを求めずにするものである。
　学生は授業料のために借金をする。銀行は学生の借入条件を
軽くするため、担保を取らずに無利子で迅速に交付すると言っ
ている。しかし世の中には無料のものなどない。だが無料のも
のがあると考える人たちがいる。無料と言うことは国の予算か
ら出ているということである。要するに私たちの税金が使われ
ているということ。

　7 月 27 日の朝、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（Veysel Akcey）が誘拐され
る事件が起きてから 9 日が経っている。
　この件でトルコ外務省からモンゴル政府に公文書がきてい
る。公文書の内容をみると、この誘拐事件は「フェト」という
テロ組織が行った工作活動だったと通知している。この事件に
トルコ政府もモンゴル政府も関係ないなら誰が関係しているの
か？モンゴルに人を誘拐する組織があるのか？という質問に国
民は明確な回答を待っている。事件の真相を明らかにするため
に警察は捜査している。その結果を公表するように国民が警察
に要求しなければならない。
　モンゴル外務大臣 D. ツォグトバートルは、駐トルコモンゴル
大使 R. ボルドを呼び戻したと言っている。しかし、大使が帰っ
てきて会ったところで何が分かるのか？

Албан бус орчуулга 

2018 оны 7 сарын 30-ны өдөр 

МОНГОЛ УЛСАД ОРШИН БАЙГАА ФЕТО БАЙГУУЛЛАГЫН ТАЛААРХИ 

МЭДЭЭЛЭЛТЭЙ ХОЛБОГДУУЛАН БҮГД НАЙРАМДАХ ТУРК УЛСЫН 

ГАДААД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ХЭВЛЭЛИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ХАМИ 

АКСОЙГИЙН ӨГСӨН ХАРИУЛТ

 ФЕТО террорист байгууллага нь Монгол Улсад өргөн цар хүрээг хамарсан 
үйл ажиллагаа явуулдаг төдийгүй Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдалд 
заналхийлсан террорист бүтэц юм. Бид уг террорист байгууллагатай холбоотой Турк 
Улсын болгоомжлол болон цаашид гарч болох үр дагавар, хүлээлтийг монголын 
талын эрх баригчидтай байнга хуваалцсаар ирсэн билээ. 
 ФЕТО байгууллагын гишүүдийг шударга шүүхийн өмнө шүүх нь бидний хувьд 
зүй ёсны хүлээлт юм. Харин Монгол Улсын зүгээс уг байгууллагын эсрэг чухам 
ямар арга хэмжээ авах нь Монгол Улсын Засгийн газрын эрх юм. Турк Улс нь бусад 
улсын дотоодын аюулгүй байдлын төлөө авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнд 
хөндлөнгөөс оролцдог улс биш. 
 Тиймээс ч өнгөрөгч Баасан гарагт Монгол Улсад болсон үйл явдлыг хүн хулгайлах 
үйл ажиллагаа хэмээн нэрийдэж байгаад БНТУ гүнээ харамсаж байна. БНТУ эдгээр 
үндэслэлгүй мэдээллүүдийг эрс няцааж байна. 
 Туркийн Гадаад хэргийн яам Анкара дахь Монгол Улсын Элчин сайдыг дуудаж 
уулзсан бөгөөд Турк Улс өөрийн байр сууриа илэрхийлж, монголын талын эрх 
баригчдын хандлагыг хүчтэй эсэргүүцэж байна. 
 Иймд, ФЕТО байгууллагын Монгол Улсад явуулж буй худал мэдээлэл түгээх, олон 
нийтийг санаатайгаар төөрөгдүүлж улмаар олон нийтэд нөлөөлөх үйл ажиллагаа нь 
нөхөрсөг монголын ард түмэнд аюулын харанга дэлдэж байгаа явдал хэмээн үзэж 
байна. 
 ФЕТО террорист байгууллага болон түүний Монгол дахь тархалтыг зогсоох 
шаардлагатай арга хэмжээг Монголын эрх баригчид авна гэдэгт найдаж байна.

トルコ外務省からの公文書
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