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日本人大学生のモンゴル滞在記 道路・運輸開発省をめぐる問題
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金とはいつの時代でも、世界中どこでもその価値を失わない

貴金属の 1 つである。モンゴル国初代大統領 P. オチルバ

トは 1990 年代「この経済危機を乗り越える方法はただ

1 つ。それは金だ。」と言い、“ 金プログラム ” を打ち出した。以降、

モンゴル政府は 2000 年から “ 金 ‐2000 プログラム ” を、2017 年

から “ 金 ‐2 プログラム ” をそれぞれ実施してきた。モンゴルでは

2017 年には 200 トン、28 億ドルの金が採掘されている。

　モンゴル経済は 10 年毎に金という “ 点滴 ” を受けてきた。たしか

に金の “ 点滴 ” は経済を活性化させるが、自然環境や社会生活におい

てそれがどの様な影響を及ぼしているか国民全体でオープンに話し

合い、考えて行かなければならない時が来ている。

達した。

　金の購入量の急激な減少と増加というこの現象は、政府が打ち出

した税制によって “ 作られた ” ものだ。

　モンゴルでの金の採掘は、個人や企業によって行われる。2006 年、

モンゴル政府は “ 急速な利益増加に課す税 ” というものを打ち出し、

68％という高い税金を徴収するようになった。

　この政策によって金の採掘事業は隠れて行われるようになった。

また、企業の年間売上が 30 億トゥグルグを超えた分の税率が 25％

へと引き上げられた。この税を回避するため、企業は採掘した金を

個人名義で中央銀行に売却するようになった。これには鉱物資源利

用税が 5％だったことも影響した。これらの税制によって人々は金

を違法に海外に持ち出すようになった。そしてモンゴル銀行の金の

保有量は減少し、通貨トゥグルグは下落した。

　これを受け政府は税制を変え、2010 年から “ 急速な利益増加に課

す税 ” を廃止した。そして金に関しては鉱物資源利用税を 2.5％へ引

き下げ、売上 30 億トゥグルグ以上に対して課されていた税金を向こ

う 5 年間廃止することにした。こうした取り組みによりモンゴル銀

金と税金

熱 狂金への

　モンゴルの輸出額の 4 分の 3 を石炭、銅、金の鉱物資源が占めて

いる。モンゴル銀行（モンゴルの中央銀行）は 2005 年に 15 トン

の金を購入していたが、2010 年にはその購入量は 2 トンにまで減っ

た。その後、購入量は徐々に増え続け、2017 年に初めて 20 トンに
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2018 年 8 月 23 日

行に金を売る企業数は年々増加し、モンゴル銀行の 2017 年の金購

入量が過去最高の 20 トンに達したということだ。今では、個人で金

を採掘する人たちはモンゴルの労働人口の大きな割合を占めるまで

となった。

“ 現在、採掘者として正規に登録されている 8,000 人と、登録され
ていない 30,000 人の ‘ ニンジャ（無許可で金を採掘する人たち）’
が全国にいる。彼らは、金が採れる場所ならどこにでも行き、寝食
を忘れて、家に帰ることなく金の採掘に嵌り込んでいる。”
　モンゴルの “ 金への熱狂 ” の始まりをザーマル郡、スンベル郡、マ

ンダル郡、ビゲル郡、オルガマル郡などに広く点在する採掘跡の大

きな穴、その穴に転落死した家畜の骨の多さが物語っている。

　ニンジャたちは日中金を掘り、夜になると採った金を売り、翌日

はより多くの金を採掘することを夢みて寝床に就く。ニンジャたち

が採掘した金を買い取る “ 隠れたバイヤー ” がいる。そのバイヤーた

ちは個人名義を使い、買い取った金を国際相場価格でモンゴル銀行

に売っている。それもたった 2.5％の鉱物資源利用税を支払ってだ。

　地方自治体の役人は自然環境保護、自然環境復元についてニンジャ

たちと全く話をしない。なぜなら、殆どの場合、地方自治体の役人

自身が金の採掘に熱狂しているからだ。

“ モンゴル政府は、誰がどこで金を採掘しているかの確認を怠ってい
る。そして税金を徴収せず金を購入し、モンゴル銀行の金保有量を
増やす政策をとっている。政府自身が法律や規定を守るということ
ができていない。金を失わないためだけに、特別に税金を免除する
ようになった。人だけではなく国をも巻き込む、これがモンゴルの“金
への熱狂 ” の特徴である。”

ウランバートルでの
ご滞在は

ぜひ
ケンピンスキー

ホテルへ

公開された経済と地下経済

他の納税者と同じく健康保険サービスを受けている。その結果、こ

の国の医療サービスは国民に十分に行き届いていない。

　金のバイヤーたちは日増しに肥え太り、今では政党の闇のスポン

サーとなっている。彼らは、モンゴル全土における鉱物資源の採掘

ライセンス交付に関して、政府中央機関か地方行政機関のどちらが

交付するかをコントロールし始めている。そしてどの法案を採択す

るか、もしくは見送るかも彼らの意向が反映されているようだ。

“ 政府は小規模鉱山の採掘規定を明確にし、ニンジャが金を採掘する
ライセンスの交付権を郡区長に与えた。このライセンス交付権を得
たことで、一部の郡区長が賄賂を受け取るようになった。また、郡
区長自身が金の採掘を行うようになった。”
　地方の県議会が独立した国のような動きを取るようになっている。

例えば、ウムヌゴビ県の県知事は「県内で発見された如何なる資源も、

同県の県民に帰属する財産だ」と言っている。また、同県の県議会は、

鉱山採掘に必要な水の使用禁止令まで出していた。

　国民の財産という名の下にニンジャたちを扇動する人たちもいる。

フブスグル県、スフバートル県、バヤンホンゴル県では、ニンジャ

たちが鉱山会社が所有する鉱山に勝手に入り金を掘っている。ニン

ジャたちは、金の埋蔵量が確定された鉱床がどこにあるかを把握し

ていて、そこにいち早く移動している。採掘を始めてもいなかった

ステップ・ゴールド社が所有する鉱山にニンジャたちが乗り込んで

きて、ステップ・ゴールド社の従業員を追い出したことにより、ト

ロント取引所での同社の株価は急落した。

　また、ノヨン山の金の採掘が停止したことに関して、D. スミヤバ

ザル鉱業・重工業大臣が「司法機関や警察が関与している」と含み

をもたせた発言をしている。要するに、警察機関は金のバイヤーた

ちのために動いているということだ。

　今日のモンゴルでは、国民も政府も誰もが “ 金に熱狂 ” する。政府

は法的環境を整備し、国民に遵法精神を根付かせる必要がある。政

府という権力を盾に政治家がビジネスをすることを止めなければな

らない。そうすれば、ビジネス環境が改善され、民間企業が自由に

競争するようになる。経済が活性化し、雇用率も増加する。ニンジャ

たちは家路に就き、普通の仕事をするようになる。

　採掘した金にかかる税が高いと、企業は採掘した金をモンゴル銀

行には売らない。密かに海外に持ち出し現金に変える。そしてこれ

が個人による金の売買を加速させている。採掘された金が銀行を通

らないことで経済のキャッシュフローが低迷し、地下経済が活性化

する。個人売買を行う人たちは税金を払わないので、地下経済がよ

り成長してきている。

　しかし、公開された経済、つまり法人登録を受ける企業は従業員

の社会保険、健康保険、個人所得税などで給与の 3 分の 1 を国に納

めている。個人売買をしている人たちは税金を全く納めていないが、
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　人生で初めて観る生演奏のモンゴル伝統音楽、日本の伝統
音楽、その２つの共鳴に心が震えた夜だった。
　8 月 16 日から 7 日間にわたり、愛知県から津軽三味線夢
弦塾の日本人 19 名がモンゴルを訪れ、各地で計 5 回の公演
を行った。わたしは 21 日にウランバートル市内の劇場で開か
れたコンサートを観に行き、地元のモンゴル人に混じってひと
り感動していた日本人である。コンサートでは、「南部積み唄」
などの青森県民謡が披露された。モンゴル人なら誰もが知る
曲だという、「Маамуу нашу ир ( 赤ちゃん、こっちへ
おいで )」や、日本の「さくら」や「ふるさと」もモンゴル語
読みの歌詞カードが配られ、会場皆でお互いの国の唄を口ず
さんだ。また、尺八とモンゴルの伝統楽器のアンサンブルによ
る、日本の「北国の春」やモンゴル伝統音楽は素晴らしかった。
これからぜひともモンゴルの伝統音楽を聴きに劇場へ足を運
ぼうと思わせてくれる演奏だった。
　途中、「着物を着てみたい人―？」という声には、会場の多
くの人が「はい！はい！」と手を挙げ、大勢のジャンケン大会
を勝ち抜いた幸運な 4 人が着つけてもらいそのままプレゼント
され、受け取った日本の着物にたいそう満足げな笑みを見せ
ていた。
　最大の見所は、人間国宝の父を持つ馬頭琴奏者のソヨル・
エレデネさんがその馬頭琴を三味線に持ち替え、夢弦塾の人
とともに演奏した「津軽じょんがら節」だ。日本で三味線を
習った経験を持つというソヨルさんは、コンサートの 1 週間ほ
ど前からの練習だったにも関わらず、夢弦塾の柴田佐夜子先
生らとともに息のあった演奏を披露した。彼は、「はるばるモ
ンゴルまで来て、郊外を含め各地で演奏し、さらに全て無料
でモンゴル人に三味線を聞かせてくれた皆さんは素晴らしい。
今までモンゴルで三味線を披露するときはひとりだったが、今
回皆さんと一緒に演奏ができて良い記念になった。次はぜひ
馬頭琴と三味線のアンサンブルができたら。」と語ってくれた。

　夢弦塾の皆さんは、ウランバートル市内から遠く離れた老
人ホームでの慰問も行った。普段めったに慰問などが訪れる
ことのない場所であるため、みなで炭坑節を踊ろうという時に
は初めは戸惑いが見られて誰も乗らなかったのだが、そのう
ちひとり、ふたり、、と徐々に踊り出し、しまいには多くの人が
一緒に踊ってくれ、帰り際には大変別れを惜しまれたそう。
　また、ウランバートル北部にある、第二次世界大戦後に捕
虜として過酷な労働を強いられ亡くなった日本人の慰霊碑も
訪れ、無念にも祖国に帰ることのできなかった人々のために
三味線の音色を響かせた。遺骨はすでに回収されてそこには
ないが、きっとみなさんの思いが亡くなった人々に届いたであ
ろう。
　また、こんなモンゴルエピソードもあったそうだ。ひたすら
続く草原をバスで移動中、どこからそんなに人が集まったん
だ？と不思議に思うような風景のなか、大勢が集まってモンゴ
ル相撲のお祭りが行われていたのだ。それを見た柴田先生は、
急遽バスを止めてもらい、「ここで弾かせてほしい！」と飛び入
り参加で現地の人々に三味線を披露したとか。

日本人大学生のモンゴル滞在記

コラム

第 2 回　日本の三味線、モンゴルの大地に響く

中居 智子（埼玉大学）
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　飛び入りの演奏を喜んで歓迎してくれるところが、いかにも
モンゴルらしい。どこまでも続く草原の中での演奏は、とても
感動的だったと語ってくれた。
　ハードなスケジュールを終えた皆さんの顔はとても清々し
かった。うち数名はちゃっかり馬頭琴をお買い上げ。日本に帰っ
て習いたいのだそう。「モンゴルがとても好きになった。人が
みな親切で、どこへ行っても温かく歓迎してくれた。お互いに
言葉が分からなくても、ジェスチャーで伝えあってにっこり笑
いあえるそんな国。またモンゴルに来たい。」と多くの人が言う。

コラム

夢弦塾の皆さんによる三味線の演奏

　今回のコンサートとそこで出会った皆さんに話を聞く中で、
新たな日本とモンゴルの交流の一面を見ることができた。伝
統音楽、よく似た楽器を持つもの同士。しかしその音楽は異
なり、似通い、言葉は無くとも互いに共鳴することができる。

『スーホの白い馬』でしか知らなかった馬頭琴やモンゴルの伝
統音楽だったが、わたしも日本に帰る頃には、背中に馬頭琴
を背負っていそうな気がする。近いうちにウランバートルのザ
ハ ( 市場 ) へ行って、おじちゃんたちと値段を交渉しなければ！

ソユルさんと夢弦塾による「津軽じょんがら節」

尺八とモンゴル伝統音楽のコラボレーション ゲルの前で
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　8 月 9 日 21 時 45 分、スフバートル区 1 番地に位置する道

路・運輸開発省の庁舎前で人が死亡したという通報が警察に届

いた。道路・運輸開発省の事務次官Ｂ . マハバル氏が、同省の

内部監査室長Ｔ . ゴムボスレン氏を殺害した。裁判所はＢ . マハ

バル氏を容疑者として 30 日間勾留する決定をした。この事件

はモンゴル人の民度の低さを見せつける事となった。省庁の事

務次官は大臣に次ぐ大きなポストだ。肩を並べて仕事をしてい

た同僚を殴り、殺害している現場を人々はただ見ていただけら

しい。目の前で殺人事件が起きているのに、誰も何もしなかっ

たというのは人間性に問題がある。

　2017 年 12 月 28 日付でＢ . マハバル氏は道路・運輸開発省

の事務次官になった。それまでＢ . マハバル氏は鉱業・重工業

省の事務次官をしていたが、新任したＤ . スミヤバザル鉱業・

重工業大臣の命令で移動となり、同省で事務次官に就任した。

Ｂ . マハバル氏の 2017 年の資産報告によると、1 億 1700 万

トゥグルグの預金、15.7 億トゥグルグの不動産があり、世帯年

収は 2 億 2900 万トゥグルグである。

　自由市場経済では、誰でも裕福になる事ができる。ただし、

収入は合法的に得るべきだ。不法に収入を得た場合、法律に従っ

て誰であろうと取り締まられるのは法治国家として当然だ。だ

から、全公務員に資産と収入の報告を義務付けさせる必要があ

る。Ｂ . マハバル氏の資産報告書によると、収入以外にＢ . ラフ

ムスレン氏から借りた 5 億トゥグルグの借金があった。彼は行

政機関で働く身でありながら、何の為に借金が必要だったのか。

借りたお金でどの様なビジネスをしていたのか。そのビジネス

は行政機関と関係があるのか。

　政府はこの事件を受け、道路・運輸開発省の副大臣と事務次

官を“重大な業務上の過誤”という理由で解任した。今後はＪ.バ

トエルデネ道路・運輸開発大臣を解任する動議が国会で可決さ

れるだろう。現在、Ｕ . エンフトブシン内閣官房長官が、道路・

運輸開発大臣の業務を一時的に兼務している。彼は道路・運輸

開発省の政策・計画部の元部長だったＲ . メルゲン氏を事務次

官に臨時に任命した。このように解任された人々が次々と政府

機関に復職していく。殺人事件を起こさない限り、権力者を逮

捕することは難しい。また、首相は閣僚を任命する事も解任す

る事もできない制度になってしまっている。

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19日

道路・運輸開発省をめぐる問題

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

非銀行系金融機関は増収増益

　現在のモンゴルでは、本来首相が行うべき仕事をする者が

76 人となり、結果としてモンゴルのガバナンスは機能せず、

その 76 人の意思で動く。

　モンゴル国民と国家公務員はもっと真面目に働くべきだ。

　金融規制管理委員会は証券、保険、ノンバンク及び預金信用

組合など金融業界の 2018 年第 2 四半期の統計指数を公表した。

金融市場は短期金融市場と長期金融市場の 2 つに分類される。

短期金融市場とは、1 年以内の期間で取引が行われる市場のこ

とを指し、長期金融市場は長期的に取引が行われる市場であ

る。保険会社は長期的にキャッシュ・フローを生むので長期金

融市場の発展において重要な役割を担う。保険業界全体の資産

総額は 13.1％増え、2822 億トゥグルグに達した。そのうちの

80.4％が一般保険会社の資産である。そして 16.6％を再保険

会社、3.0％を長期保険会社が占めている。この成長率は悪く

ない。

　しかし、ヨーロッパ諸国をみると、ルクセンブルクでは保険

業界全体の資産は国内総生産の 4 倍も大きい。イギリス 1.7 倍、

フランス 1.7 倍、ドイツ 70％、フィンランド 30％である。モ

ンゴルでは 1.2％であり、これはモンゴルの保険業界の今後の

発展に大きな可能性を表しているといえる。保険は信用に基づ

くものである。しかし、今私にとっては保険会社を信用するこ

とは難しい。私は 2 年前に自動車（5 年間走った）を盗まれた

ことがある。その自動車に保険を掛け 3 年にもなっていた。し

かし、マンダル保険は私に保険金を支払わなかった。

　モンゴル証券取引所の時価総額は 2018 年前半に 2 兆 5 千億

トゥグルグになり、前年比で 65％上昇したことになる。これ

は国内総生産の 10％に当たる。世界の証券取引所の時価総額

が国内総生産に占める割合は平均 115％である。オーストラリ

ア 114％、カナダ 143％、香港 1274％、ポーランド 40％で

ある。モンゴルでは 10％だが、これは僅かと言えない数字で

ある。
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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。

“ 金の支配者 ” と地下経済
　モンゴル銀行は 7 月だけで 2,132kg の採掘された金を購入

し、今年に入り合計 9.34 トンの金を購入したこととなった。

これは前年の同じ時期までに購入した 8.94 トンより 399kg

多い、つまり前年同期比で 4％増加した数字である。7 月のモ

ンゴル銀行の金 1g の平均価格は 97,883.50 トゥグルグだっ

た。モンゴルの輸出額の 4 分の 3 を石炭、銅、金が占めてい

る。金は外貨準備高、通過トゥグルグの価値を保障するもので

ある。モンゴル銀行は2005年に15トンの金を購入していたが、

2010 年には 2 トンまで下がった。その後、購入量は徐々に増

え続け、2017 年に初めて 20 トンに達した。金は個人や企業

によって採掘される。政府は自然環境を破壊しないよう企業に

圧力をかけることができる。しかし、ニンジャ（無許可で金を

採掘する人）たちに圧力をかけることはできない。新たに金を

採掘する会社が現れた途端、その金鉱にニンジャたちを導く “ 金

の支配者 ” がいる。モンゴル政府は、金の採掘を法律に従って

行わせるのか、もしくは法律を無視するのかという選択に迫ら

れている。

　ノンバンクに関しては、今年第 2 四半期において全部で 539

のノンバンクが事業を営んでいる。そのうち 90.9％が活動して

いる。ノンバンク全体の資産は 1 兆 1400 億トゥグルグに達し、

前年同期比 33.6％上がっている。資産上昇の 74.1％を借入の

増加が占めている。ノンバンク単独で資本が 30％増加したこ

とは、銀行の資金供給のスピードがノンバンクより遅いという

ことを示している。

　今年前半に銀行全体の資産は 30 兆 2 千億トゥグルグになっ

た。1 年前と比較して 13％増加した数字である。30 兆トゥグ

ルグの半分が国内市場向けの融資で、その 1.3％が不良債権で

ある。モンゴルの銀行の殆どの融資が 1 年以内のものなので、

銀行は短期金融市場にある。短期金融市場が初めて国内総生産

を超えた（2017 年に国内総生産が 27 兆 2 千億トゥグルグ）。

つまり銀行の資産は国内総生産を 10％上回っている。フラン

スでは全銀行の資産は国内総生産の 4 倍になる。イギリスで

は 3.7 倍超、ロシアでは 90％に相当している。モンゴルでは

110％に相当し、これはチリと同じ水準である。

　預金信用組合に関しては、今年第 2 四半期に全部で 289 の

組合が活動を行った。業界全体の純利益は 11 億トゥグルグに

達し、前年同期比で 30.6％減少している。しかし全体の収入は

37.4％上がり 193 億トゥグルグ、つまり過去 10 年で最も高い

水準に達している。
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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」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
料購読できます。
上の QR コードからアクセス可能です。
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