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日本人大学生のモンゴル滞在記 各政党の選定委員会

政府が “タバントルゴイ
鉄道会社” を設立

仲裁裁判所でモンゴルが敗訴

モンゴル政府は
誘拐を主導したのか？
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　民主主義を標榜する政府には果たすべき義務がある。それは

国民の人権、生命、財産の 3つを保護することだ。財産に関し

て言えば、モンゴル政府は公共の財産を保護するどころか横領

してきた。歴代の自然環境大臣がボゴド山周辺の土地を盗んで

きたことを見れば分かるだろう。また、今までのウランバート

ル市長が横領してきた公有地についてここで述べてもきりがな

い。

　間接的とはいえ生命の保護とは真逆の例を挙げると、数千人

の命を奪っている市内のスモッグと交通事故、安全基準を満た

さない建設工事である。

“ このようにモンゴル政府は生命の保護をできてはないが、意

図的に人命を危険にさらす誘拐などはしないと私たちは信じて

来ていた。2018年 7月 27日までは。”

　この日、モンゴル政府は誘拐を主導し、ある人物を外国に移

送しようとしていた。しかし、そのことをいち早く知った市民

がソーシャルネットワークを通じ、団結して移送を阻止するこ

とができた。

誘拐事件の時系列

モンゴル政府は
誘拐を主導したのか？

“ この事件で真の民主主義国家では、権力は国民の手にあるこ

とをモンゴル国民が証明してみせた。”

　問題は誘拐された人物が外国人だからということではなく、

モンゴル国内にいる全ての人にモンゴルの法律は平等であり、

人権、生命、財産という 3つの権利が平等に保護されていなけ

ればならないことにある。モンゴルでは、誘拐や拷問は法律で

禁じられている。

　誘拐されたモンゴル・トルコ共同設立学校のトルコ人副校長

ヴィゼル・アケイは、モンゴルで 25年間暮らしている。そし

て事件は 2018年 7月 27日にウランバートルで起きた。

•	午前 9時 30分、アケイは家を出て通りを歩いていた時、見

知らぬ男たちにより強制的にトヨタアルファードに押し込

まれた。誘拐したのはモンゴル人だった。

•	午前 9時 51 分、スフバートル区警察署第 1課に「トルコ

人を強制的に車に乗せ逃走した」という通報が入った。
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2018 年 8 月 15 日

•	午後 1時、モンゴル・トルコ共同設立学校のモンゴル人校

長B. ガンバトがソーシャルネットワーク上にアケイが誘拐

されたとの情報を流した。

•	午後 1時 54分、トルコ国籍CT-4010 小型ジェットがチン

ギスハーン国際空港に許可を取り着陸した。

•	午後 3時 30分、アケイを乗せた車が空港に到着した。

•	午後 4時、同校の卒業生たちが空港に集まり始めた。また、

道路運輸開発副大臣B. ツォグトゲレル、国会議員 Lu. ボル

ドらも空港に到着した。

•	午後 5時、外務副大臣B. バトツェツェグは、空港に着陸し

たトルコ国籍のジェットについて明確な情報を得るまで離

陸させないと発言。

•	午後 6時、野党である民主党の代表者たちが首相U. フレル

スフ（人民党）に事件についての説明を書面で求めた。

•	午後 8時、アケイは両手に手錠をかけられ、頭には袋を被

せられた状態でアケイの家の前で解放された。

•	午後 9時、アケイは警察庁で取り調べを受けた。

•	午後 9時 20 分、トルコ国籍の小型ジェットが予定してい

た時刻より3時間20分遅れでウランバートルから飛び立っ

た。

•	翌午前 1時 40 分、警察庁刑事部のある B棟からアケイが

出て来て、そこに集まった人たちにこの誘拐事件について

簡単な説明をし、モンゴル国民に感謝の意を表して家路に

ついた。

　3日後の 7月 30日、トルコ外務省の広報官ハミ・アクソイ

が「トルコ政府は、先週金曜日にモンゴルで起きた一連の騒動

をトルコ政府が画策した誘拐事件だと言われることをとても残

念に思っており、これは全く根拠のないデマである」との公式

声明を発表した。

　この事件の流れを追ってみると、トルコとモンゴルの諜報機

関は秘密裏に合意し、共同で誘拐を実行したと見ることができ

る。

“ モンゴルの諜報庁は首相直轄の機関である。首相が今日まで

何も発言しないことに国民は恐怖感を抱き始めている。”

　例えば、2000 年にトルコと締結した “ 民間や法人及び刑事

事件における法的支援を相互に実施する ”という条約に反した。

“ モンゴルの諜報庁が以前にも誘拐事件を起こしたことをモン

ゴル国民は忘れていない。2003年 5月にフランスに帰化した

モンゴル人D. エンフバトが誘拐された。彼はその後まもなく

刑務所で死亡した。”

　トルコ政府は、誘拐されたアケイをギュレン運動の活動家だ

とみている。しかし、これはトルコの裁判所で判決が出されて

いない限り、モンゴル側は認めることができない。モンゴルは

民主主義国家なので、個人の逮捕や拘留は裁判所の判決のみに

よって行われるべきだ。

　今ではモンゴル人である私たちが、憲法で定められた権利が

保障されているかどうかを疑うのに十分な理由がある。トル

コ国籍の小型ジェット機がモンゴル国内に着陸したということ

は、政府レベルでの合意があったことの証左である。このよう

にモンゴル政府が誘拐を許したことが、国民の間に恐怖を生ん

でいる。

“ 国民はU. フレルスフ首相及び関係者に事件についての公式な

説明を要求している。”

　今回、政府が主導した誘拐と外国に移送しようとした行為を

国民が止めることができた。国民はモンゴル政府に誘拐を認め

ないという保障を要求している。そして国際社会はモンゴル国

民のこの要求を後押しすると信じている。

国民を裏切る行為
　今回の誘拐事件は、モンゴル国民の信頼を裏切る事件である。

モンゴル政府は 2つの重大な過ちを犯した。

　第 1に、モンゴル国憲法やその他の関連法、国際条約を無視

した。第 2に、外国と締結した条約における両国の義務を果た

していない。
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　街を走る車のほとんどは私たちのよく知る日本車ば

かり。しかしその見慣れた車たちは、日本よりもずっ

と荒 し々く行き交っている。その車たちが走る道路を、

私たちにとってはどこか親近感を覚える顔立ちの人々

が、信号もないのに器用に、そして果敢に渡っていく。

　わたしはこの夏、ここモンゴル・ウランバートルで１ヶ

月を過ごすことになったある日本の大学生である。モ

ンゴルに来て一週間が過ぎたところであり、まだ車が

ぎりぎりまで止まってくれない道路を渡るのには慣れ

ず、渡っている現地の人々の後ろをちょこちょこくっつ

いて渡る毎日だ。日本へ帰る頃には、１人で渡れるよ

うになるのだろうか。

　わたしが滞在しているホストファミリーの家は、い

まお湯が出ない期間である。先日は雨によるものか、

一時的な停電も経験した。滞在して一週間足らずで、

首都の中心部でさえインフラが完全ではなく、開発途

上国と呼ばれる国にいることを身をもって実感してい

る。

　しかし、わたしがモンゴルに対してそれよりもいち

ばんに抱いた印象は、「さまざまな顔を持つ国」であ

る。多くの日本人がモンゴルに抱くイメージは、草原

を走る羊、馬、砂漠のラクダ、ゲル、相撲、、、くらい

のものだろう。恥ずかしながらわたしもモンゴルに来

るまではそう思っているうちのひとりであった。

　しかし実際にウランバートルの町を歩いてみるとど

うだろう。ガラス張りの高層ビルもあれば、アパート

はロシアと似た無機質な構え、あちこちに韓国料理

屋や日本食、中華レストランが建ち並び、ファースト

フード店もあれば、ウイグル料理まで。オペラ劇場は

ロシアの劇場そのもの。スーパーではロシアの製品が

よく目に付き、また日本や韓国、中国のものも多い。

２４時間営業のコンビニだってある。ホストファミリー

の家で出される食事は、羊肉や乳製品を中心とした

ご飯が多いが、韓国料理やロシアのとよく似たサラ

ダも出てくる。テレビではモンゴル語の番組だけでな

く、日本のＮＨＫや韓国の番組、中国やロシアの番組、

洋画など、さまざまな言語が流れており、見ていて全

く飽きることがない。ＮＨＫの教育番組を見て育った

というモンゴル人もいるのだから驚きだ。一般に、若

者には英語が通じ、年配の人にはロシア語が通じるこ

とが多い。

　このように多様なものが受け入れられているという

面白さに加え、やはりモンゴルらしさを存分に感じら

れることも魅力だ。中心の広場にはチンギス・ハーン

の像が大きく構えており、彼を見たときに歴史で学ん

だあのモンゴルに今自分がいることを実感したような

気がする。

日本人大学生のモンゴル滞在記
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　わたしは歩いているとよくモンゴル語で話しかけら

れる。日本人であることを伝えるとみな驚いて「君は

モンゴル人に見えるよ。」と口をそろえて言う。確か

に顔は似ているが、国民性は全く異なる。道路を歩

いていてもすれ違うときに相手に譲るようなそぶりは

ない。人なつっこいかといわれると、それも違う。日

本人と違い、最初から笑顔を振りまくことも少ない。

しかし、こちらから話しかければそれに答えてくれる。

分からなかったら周りのモンゴル人に聞けば、快く助

けてくれる。

挨拶程度のモンゴル語でも覚えていれば喜ばれる。

　知っていること、見たことのあるもの、モンゴル独

特のもの、さまざまなものが共存しているのがこの国

なのだろう。そしてあのウランバートル周辺の山々を

越えたところには、私たちが思うモンゴルの大草原が

広がっているのだと思うと、この国の面白さはまだま

だ計り知れない。日本の酷暑を逃れ、からっとした涼

しいモンゴルで過ごす、平成最後の夏もなかなか良い

のではないか。

コラム

ウランバートル市スフバートル広場
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　ヘンティ県第 42 選挙区で行われる補欠選挙の候補者選定に

関連して、各政党は選定委員会を開いた。しかし、今回の選定

委員会で協議された重要事項は何だったのかはまだ不明であ

る。民主党は補欠選挙に誰をどのように選び推薦するかについ

て協議した。だが、実際に候補者はまだ決まっていないようだ。

また、人民党では監査委員会が開かれ、600 億トゥグルグ事件

に関わっている M. エンフボルド、Ts. サンドィ、A. ガンバー

トルの 3 人に倫理的責任を追及することになったようだ。倫理

的責任の一つに、党内の選定委員会から除名させることが含ま

れている。

　補欠選挙を前に、冬眠から目覚めたように全国の各政党の動

きが活発化してきた。モンゴルには最高裁判所に登録されてい

る政党が 28 ある。これらの政党の民主主義指数の調査をデファ

クト研究所が実施した。28 党のうち 12 党が調査への情報提供

や協力を拒否した。10 党が無回答だったので、22 党が公開的

ではないと理解した。しかし、今回の補欠選挙には 13 党が届

け出をしている。要するに冬眠していた 22 党のうち、7 党が

目を覚ましたということだ。

　選挙管理委員会は 1 党の届け出を却下した。その党は緑の党

である。選挙法第 57 条 3 項 “ 政党は選挙投票が行われた日か

ら 45 日以内に選挙費用報告書を作成し、中央機関となる選挙

管理委員会に提出する義務がある ” という条項に違反し、2016

年の選挙費用報告書を提出していなかった。また同法第 60 条

などにより、第 42 選挙区での補欠選挙への立候補を却下した。

13 党が選挙費用報告書を提出し、立候補の許可を取ったとい

うことである。しかし、各政党の選挙費用報告書をいつ、どの

ように受理したのか？報告書は古文書庫で保管するのか？国民

に公開するのか？もし国民に公開するなら、どうして選挙管理

委員会のウェブサイトで 2016 年の国政選挙、2017 年の大統

領選挙の政党の報告書を公開しないのか？選挙管理委員会が政

党の資金報告書を公表しないことが、間接的にこの国の腐敗を

助長している。基本的に選挙管理委員会より有権者による管理

委員会を設置すべきだと思う。

　また、補欠選挙自体に反対する政党もある。彼らは憲法裁判

所に提訴している。彼らは、公務員が選挙に出馬する場合、6 ヵ

月前に仕事を辞めていなければならないという規定を守ること

は難しいと言っている。

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8月12日

各政党の選定委員会

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

政府が “ タバントルゴイ鉄道会社 ” を設立

　また今回の補欠選挙が行われる原因となった、第 42 選挙区

選出の前の人民党議員が女性を暴行し辞任した件がある。人民

党から立候補する者が同じことをしないという保障はどこにあ

るのかという倫理的責任も追及されると思う。

　モンゴル政府の役職に価格を付けて、当選議員に金銭で売る

ことは犯罪行為である。600 億トゥグルグ事件に関わった人た

ちに倫理的責任を追及するということは、選定委員会から除名

させるということだ。だが、党首の辞任についてはまだ話され

ていない。政党は倫理的責任について言及する他にこの問題を

終息させる方法がない。しかし、現実には党員の 1 人が責任を

追及し、1 人だけが責任を負うという見せかけの行動しかして

いない。

　いずれにしても今後、政党の適切な資金調達について課題が

出て来ると思う。政党は選挙によって政権に就く機関なので、

政党の資金がどこから出て何に使われているかを国民には知る

権利がある。国家予算から政党へある程度の資金を交付するこ

とによって、政党運営に透明性を持たせることは他国の事例を

みればわかる。

　今回の補欠選挙の費用は 2 億 2800 万トゥグルグになる。貧

困問題があるにも関わらず、議員 1 人を選ぶだけに 2 億 2800

万トゥグルグというのは贅沢過ぎる。

　国会で、2015 年から資金問題で停止していたタバントルゴ

イ ‐ ガショーンスハイト間の鉄道建設プロジェクトの再開が決

議された。この決議で株式の 51％を国が保有する “ タバント

ルゴイ鉄道 ” という国有会社を設立することになった。この会

社に特別ライセンスを 5 年間の期限付きで交付する。必要な資

金の一部を “ 石炭の事前販売契約書 ” にて調達する。

　今回の国会決議は、タバントルゴイ鉄道建設を再開させる

4 回目の試みである。2008 年に鉄道建設プロジェクトの調

査が行われた。実行可能性（FS）調査を鉄道大手ドイツ鉄道

（Deutsche Bahn）社が実施した。この調査を依頼したのはモ

ンゴルのエネルギー・リソース社であり、調査費用は約 100 万

ドルだった。実行可能性調査では、鉄道軌道に 6 億ドル、さら

に車両 1000 両、貨車 20 両に 1 億ドルが必要であり、鉄道建

設期間は 2 年という数字が出されていた。しかし建設反対派は、
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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。

仲裁裁判所でモンゴルが敗訴
　Sh. バトフーが、モンゴルの税収の大きな柱であるエルデネ
ト鉱業の株式 51％を担保にスタンダートチャータード銀行か
ら多額の融資を受けた問題に関する仲裁裁判で、モンゴルは二
度敗訴したという報道が流れている。この事件の捜査チームの
リーダー Ya. サンジミャタブは記者会見を行った。この仲裁裁
判にモンゴルの国会からは誰も出廷していない。賄賂対策庁と
法律事務所の代理人が出廷しただけだ。仲裁裁判所の判決によ
ると、モンゴル側は 3 月の時点でスタンダートチャータード銀
行に 1 億 7800 万ドルを支払うことになっていた。さらにこの
裁判にかかる全ての費用も支払うことになっている。
　私は国会議員 Ya. サンジミャタブ、O. バーサンフーから話
を聞いた。それによると、仲裁裁判所の一審ではモンゴル側か
ら証人を出廷させ、署名が偽造だったことを証明できる可能性
があった。しかし、モンゴル側からは誰も出廷しなかった。も
し去年の仲裁裁判にモンゴル側から代表者が出廷して Sh. バト
フーによる詐欺であることを証明していたら、モンゴル政府は
何の責任も負うことなく、Sh. バトフーが全ての責任を負うは
ずだった。しかし、裁判にはモンゴル側から誰も出廷しなかっ
たので、エルデネト鉱業社の管理職の署名が偽造ではないとい
う判決が出てしまった。そして今年 7 月 10 日に二審が開かれ
た。二審には国会ではなく、内閣から代表者が出廷することに
なった。
　モンゴルが支払う賠償金は、本来貧しい国民のために使うは
ずの資金である。これと全く同じ事件がカナダのハン・リソー
スという会社との間にもあった。モンゴル政府はハン・リソー
ス社が所有していた鉱山ライセンスを奪い取りロシア企業に
売った。その結果、私たちはハン・リソース社に 7000 万ドル
の賠償金を支払った。もし支払わなければ、固定資産を担保に
して口座を凍結される国際規定がある。
　モンゴルの司法制度はあまりにも無責任である。モンゴル政
府は無責任に署名をして、その結果受ける罰金を私たちが支
払っている。誰が悪いのかをモンゴルの司法は突き止めること
ができていない。
　スタンダートチャータード銀行の株式の 20％を中国の ICBC
銀行が所有している。世界最大手 4 行の一角である ICBC 銀行
がエルデネト鉱業の全ての取引を見ている。だから仲裁裁判の
判決による賠償金を支払うしかない。さもなければエルデネト
鉱業は今後取引できなくなる。本来、正しい原則が機能してい
る国々では民間企業に代わって政府が責任を負うことはまずな
い。問題を起こした Sh. バトフーや彼に協力した政治家が賠償
金を支払うべきだ。

軌間が狭い鉄道を建設すれば中国の軍事用途に使われるという

喧伝映画を作り、鉄道建設が立ち行かなくなった。

　鉄道会社の株式の 51％を国が保有すると言っている。残り

49％は外国企業が保有するかもしれない。その外国企業は、そ

れまでに建設された 2 億 7800 万ドル分の投資を引き受けない

ということに注意しなければならない。今日では、軌道の盛土

の工事費用だけでも以前とは全く異なる。

　モンゴル政府は株式の 49％を取得する外国企業について、

資金、開発、輸送を実施できる外国投資企業を調査し、検討し

てその結果を年内に公表すると言っている。平均 1 年 8 ヵ月

で政権交代するモンゴル政府と共同で会社を立ち上げ、株式の

49％を取得する外国企業には相当な勇気が必要となる。その外

国企業は民間企業であるべきだ。なぜならば、このようなプロ

ジェクトはリスクが高く、モンゴル経済は変動する資源価格に

左右されるので、マネジメントは国有企業より民間企業がした

方が効率的だと思う。

　このプロジェクトは開発銀行などから融資を受ける必要があ

る。アジア開発銀行がアフガニスタンに建設した単線鉄道の費

用として 1 億 7000 万ドル、つまり 1km あたり 226 万ドルの

建設費がかかった。エネルギー・リソース社が実施した調査で

は、1 km あたり 224 万ドルだった。しかし、モンゴル政府が

提案している価格は 1 km あたり 400 万ドルである。

　全長 276 km の鉄道が建設されることによって、年間 300

万トンの石炭輸送が可能となる。これは舗装道路での輸送費用

の約 4 分の 1、つまり 1 トンあたり 20 〜 25 ドル安価に輸送

できると言われている。そしてこの鉄道建設には 10 億ドルの

投資を要する。投資は長期間継続する必要があると思う。だか

ら輸送ビジネスに短命の政府が参入することは難しい。ここは

慎重な判断をしなければならない。先進国でこのようなインフ

ラ開発事業に政府が参入することはあまりない。オーストラリ

ア政府は鉱山ライセンスを 1 つも所有していない、鉄道建設事

業にも参入していない。

　いずれにしても新しく設立されるタバントルゴイ鉄道会社

は、市場原則に従い事業を行うことが重要だ。タバントルゴイ

鉱山社は中国のチャルコ社から資金を借り入れ国民に金銭を交

付した。今回は鉄道建設プロジェクトの “ 事前販売契約書 ” と

いう条件が非常に適切なものになったと思う。要するにこれは

投資した資金を石炭で回収するという意味である。何かしらの

理由で石炭を必要としない場合でも、投資資金は石炭で支払う

契約となる。
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「MONNICHI TODAY 2019」ビジネス・フォーラムは、
モンゴルと日本の可能性が出会う場を提供致します。
日本企業や個人の参加申し込みは、イベント・ページにて受付中

2018 年の 9 月 17 日、モンゴル・日本ビジネス・フォーラムがシャングリ・ラ・ウラーンバトルにて開催されます。

政府や国際機関主催のフォーラムが多数行われてきた中、今回のフォーラムの特色は、民間セクターで活躍す

る帰国留学生らが主催者であること。またモンゴルの経済や市場に関する情報を日本語で発信するMONNICHI.

today デジタル・ハブの創設を記念するものです。

　今回のフォーラムでは、両国のビジネス交流が一歩前進するための新世代の取り組みをテーマに、モンゴルの若

手実業家たちが事業紹介プレゼンテーションを行います。そして、EPA・法的環境の改善点をテーマにしたパネル

ディスカッション、商品デモ・展示や個別マッチングも開催されます。新世代のリーダーたちとのネットワーク形成と

持続的なサポート体制づくりを目的としています。

 → モンゴル企業による事業紹介プレゼンテーション 
　　（業種：農業、フィンテック、食品、製薬、IT 等）
 → 商品デモンストレーション
 → パネル・ディスカッション 

　　( 事業立ち上げ・貿易関係等における課題解決のための具体的な提案 )

 → ビジネスを取巻く環境について情報提供
 → 名刺交換、個別マッチング
 → フォーラム開催後のサポート体制・デジタルハブの紹介
 → 授賞式

プログラム

https://monnichi.today/event
https://monnichi.today/event
https://monnichi.today/event


「デファクトガゼット」通信新聞の無料購読は、

編集チーム
　ダムバダルジャー・ジャルガルサイハン
　編集長：ガンバートル・ジャブズマー
　日本語翻訳：モンゴルいずみガーデン有限会社

制作チーム
　オトゴンスレン・ビルグーン
　アディヤ・トングラグ

お問い合わせ

+976-94109342
editor1@jargaldefacto.com
www.defacto.mn

http://www.jargaldefacto.com または、http://www.defacto.mn でメールアドレスを登録して下さい。

iPhone 用アプリを無料でダウンロードできます。
新しい記事だけではなく過去の記事もお読みいただけます。
左の QR コードから App Store へアクセスしてください。

3 ヶ国語で提供される電子版の The Defacto Gazette は、
Jargal DeFacto のウェブサイトから E メールを登録して無
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