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のビザ免除措置の要望が以前からありましたが、この
交渉はかなり長い間続いています。現在、韓国には約
6 万人のモンゴル人が滞在しています。在韓モンゴル
人の何割かは不法滞在となっています。モンゴルでは、
韓国でより高い給料を得るために働きに行きたいと考
える人が多くなっています。しかし、韓国側はモンゴ
ル側のビザ免除の要求に対し、原則として 2 ヶ月以内
にモンゴル人が帰国することを保証するよう要求して
います。これはすでに韓国で働いているモンゴル人に
はかなり難しい条件といえるでしょう。

これまでのところ、両国間では医療サービスのため
に韓国を訪れるモンゴル人のビザ手続きをより簡素化
し、必要な場合はビザの延長を可能とすることで合意
しました。また、モンゴルにはいわゆる公用パスポー
トがあります。この公用パスポート、外交パスポート
はビザを必要としません。

また両国間の自由貿易協定に関する新たな交渉に関
する覚書も交わされ、これまでの二国間協力の多くの
問題についても話し合われました。今後、正式に二国

韓国ヘラルド・トリビューン紙は、オユンエルデネ
首相の韓国訪問について「韓国 - モンゴルがレアアー
スで協力を確約」という見出しの記事を書きました。
ソウルにある政府庁舎で開催されたモンゴルと韓国の
二国間協議のために訪韓したオユンエルデネ首相を韓
国のハン・ドクス首相が迎えました。モンゴルと韓国
は、韓国製の電子製品と部品のサプライチェーンを強
化するために、モンゴルでのレアアースの調査、開発、
取引における協力を拡大することで合意しました。韓
国首相官邸によると、6 月に韓国のパク通商産業エネ
ルギー副次官とモンゴルのガンバートル鉱業・重工業
大臣が定例会合を開催し、互恵関係を強化する新しい
共同体を設立することになりました。レアマテリアル
のサプライチェーンについては、両国の経済協力の優
先課題の一つです。

また、オユンエルデネ首相は、関係当局者とモンゴ
ル人のビザ延長の可能性についても話し合いました。
これにより医療目的で韓国を訪問するモンゴル人が渡
航しやすくなります。モンゴル人が韓国を訪問する際
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間で自由貿易協定の交渉が開始されます。モンゴルは
日本と EPA、経済連携協定という貿易協定を結んで
います。同様の協定を韓国と締結するため、これまで
モンゴル政府は韓国とかなり長い間話し合ってきまし
た。そして 2021 年にいくつかの予備的な草案が作成
され、現在、両国の貿易に適した協定を結ぶため、正
式な議論が開始されます。モンゴルはまた、2030 年
の万博都市に立候補しているプサン市の誘致活動を応
援する予定です。そしてオユンエルデネ首相もプサン
を訪問するということです。■

国会議事堂で民主党の
党員集会が開催

民主党は新しい党首に元教育科学大臣のガントゥム
ル氏を選出しました。これに伴い 2 月 15 日に党員集
会を開き、モンゴルが直面している問題について話し
合いました。民主党内にはいくつかの派閥があり、そ
れぞれ党首を擁立していました。ガントゥムル氏は、
政党の党首を承認する最高裁判所によって正式に第 7
代民主党党首と認められました。

新党首ガントゥムル氏が第 1 回党員集会を開き、そ
こで民主党は 4 つのワーキンググループを立ち上げま
した。1 つ目のワーキンググループは、国会議員が座
長を務め、民間部門を支援し国内の貧困を削減するこ
とを目的としています。2 つ目のワーキンググループ
は、国の経済成長と党の経済政策の準備をします。 3
つ目のワーキンググループは、選挙と政党の法的環境
を整備することを目的にしています。4 つ目のワーキ
ンググループは、経済・社会の現状を認識するために
調査を行い、正しい政策立案に反映させることを目的
とします。これらは、党内の全ての派閥が同意して立
ち上げられた 4 つのワーキンググループです。ワーキ
ンググループを立ち上げるのは簡単で、モンゴルには
既に非常に多くのワーキンググループが存在します。
しかしそれでも、今回は民主党の政策が国の状況、政
治的・経済的状況を改善するという意味で変化を起こ
す可能性があり、それは民主党が長い間待ち望んでい
たことでもあります。

この党員集会では同時に、2024 年に予定されてい
る総選挙に向けて、民主党は自分たちの政策に 5 つの
方向性を明示しました。まず税金について。民主党は、
付加価値税の税率が非常に高く、また同様に社会保険
料も高く、これが雇用主により多くの負担をもたらし
ていると主張しています。もしこれらの税率を低くす
れば、国内でより多くの雇用を生み出すことができる
といいます。2 つ目の問題は、国民が明日への希望を
持てないことです。では、これに対して政治は何がで
きるでしょうか？民主党は、経済成長を 2 倍、3 倍に、
より速く、より大きくすることができる政策を持って
いると言いました。3 番目は、腐敗のない環境の構築
を目指すことです。モンゴルの現状から、これは非常
に困難なことです。4 つ目は、国会議員による国内統
治を強化することです。5 つ目は、民主党内の結束を
強め、高めていくことです。これら 5 つの方針を民
主党は提示しました。国民は、民主党が今後これらの
政策をどう具体化していくのかを注視していくべきで
しょう。新たな党首ガントゥムル氏のもとで、民主党
がこの国の抱える経済問題を解決するために新たな一
歩を踏み出せることを願っています。■

開発銀行の訴訟
国民の注目を集める

モンゴル開発銀行関連の刑事訴訟の予備審問が開か
れました。スフバートル地方裁判所による予備審問が
2 月 15 日に UB シアターにおいて非公開で開催され
ました。そして 18 人の個人と 4 法人が出席しました。
今後、この事件は法廷での審理に移されます。その公
判は 3 月 2 日から始まります。モンゴル国内では異例
の大規模な公開裁判と目され、国民はこの裁判がすべ
て公開され、さらにはオンラインでも公開されること
を期待していました。しかし、どういうわけかこの裁
判が非公開となることが決まったようです。このモン
ゴル開発銀行の事件については、国民は本当に長い間
正義が果たされることを待ち望んでいたので、この決
定は多くの人々を失望させています。

この問題は、2022 年 1 月にモンゴル開発銀行の不
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良債権について公表されて以来くすぶり続けてきまし
た。公表内容は、モンゴル開発銀行は 67 件の不良債
権を抱えていて、合計 1.8 兆トゥグルグの不良債権ま
たは未回収の融資があり、到底回収は不可能だという
ものでした。それからこの不良債権問題が国民の注目
を集めはじめ、人々は不良債権を回収することを政府
に要求しました。もし不良債権化した融資を取り戻す
ことができなければ、国民の税金によって補填される
からです。そのため、国民は強く要求し、今では 1.1
兆トゥグルグを回収できています。

人々は正義が成されることを要求しています。なぜ
なら、多くの融資が政治的に関係のある人々によって
行われていたことに気付いたからです。そして融資目
的が明確でないケースがいくつか明らかになりまし
た。また融資を受けた人々の中には、返済する気も、
返済することもなかったことが明らかになりました。
これまでにソーシャルメディアで非常に多くの興味深
い事実が明かされてきており、3 月 2 日に始まるこの
刑事裁判は全国民にとって非常に重要なものとなって
います。このモンゴル開発銀行の事件は入り口に過ぎ
ません。権力者による石炭横領事件、ロシアが所有し
ていたエルデネト鉱業の株式 41% を民間企業が公的
資金を流用して不正に取得した事件など、他の事件も
同様に裁判で真相が解明されることを国民は期待して
います。■

開発銀行融資、
2回目の公聴会

開発銀行による融資に関する 2回目の公聴会が政府
議事堂で開催されました。多くの証人が召喚され、開
発銀行が行った融資とそのプロジェクトの実状につい
て議論されました。この 2回目の公聴会で明らかに
なった最大のポイントは何だったのでしょうか？

以前、この公聴会について説明したように 3 回の公
聴会が予定されています。今回の 2 回目の公聴会は 3
日間に渡り行われました。この公聴会では、個人向け
融資が企業に使われた事案などについて議論されまし
た。これは、モンゴル開発銀行からの融資が、後に国

家予算から補填されることになったプロジェクトにつ
いて話されました。このモンゴル開発銀行の融資総額
のうち、およそ半分が不良債権に分類されているとい
うのは、あまり信憑性のない話です。なぜなら、これ
までモンゴル開発銀行が行った多くの融資のうち、合
計 1.8 兆トゥグルグが不良債権とされましたが、モン
ゴル政府の働きかけで何とか 1 兆トゥグルグ以上を回
収できているからです。それが可能となったのも、こ
のような公聴会の成果だと思います。

今回は特定の大規模プロジェクトについて議論され
ました。しかしバトトルガ前大統領をはじめ、元大臣、
元首相を証人として召喚しましたが、証人の半分が姿
を現しませんでした。このようなことから、証人がこ
の国会の公聴会に来るように何らかの強制をする必要
があることがわかります。これは非常に重要なステッ
プで、モンゴルの公的管理の新しいメカニズムであり、
召喚に応じなかった人たちは何らかの責任を負うべき
だと思います。私はこの 3 日間の公聴会で何が起こっ
たのかについて、5 つの見解を持っています。

1 つ目は、政府の管理体制の失敗です。モンゴル政
府のパブリック・マネジメントは本当にひどい状態で
す。マネジメントの手法である PDCA サイクルを実
施するだけで改善するのですが、それすらできていま
せん。特に 3 番目の C：Check（評価）は非常に悪い
状態です。なぜなら、これらの開発銀行が融資したプ
ロジェクトはすべて、国際的な監査人、国内の監査人、
銀行自体の監査人によって何度もチェックされてきた
にもかかわらず、なぜか多くの不良債権を生む結果と
なったからです。

モンゴル開発銀行は、政府系金融機関です。設立当
初は経済省の所管でしたが、政権交代のたびに廃止ま
たは再編されてきました。それからモンゴル開発銀行
は、本来金融機関を運営する専門の組織ではない内閣
官房の下に置かれました。この不可解な動きの後、政
府は財務省の下にモンゴル開発銀行を置く決定を出し
ました。

今回の公聴会では、所管する財務省が適切に監視で
きていなかった事例がいくつかありました。私見です
が、当時財務大臣だったフレルバートル氏がこの公聴
会で誤った情報を発信しているように見えます。なぜ
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なら、フレルバートル氏は開発銀行が財務省の管轄下
に置かれるとすぐに、6,240 億トゥグルグの融資を回
収したと述べたからです。それはある借り手が裁判所
に起訴されたからだと説明していました。しかし、フ
レルバートル氏が言っていたことは、少なくとも 2 つ
の事で間違っていたことが判明しました。

その 1 つが QSC 社（訳注：エルデネト鉱業の株式
49％をロシアから不正に取得した際、資金調達に使わ
れた会社）の件で、フレルバートル氏によると、裁判
所に QSC 関連のファイルが提出されたのは 2020 年 5
月 7 日とのことでした。しかし、実際には、それより
前の 2019 年 11 月 20 日にモンゴル開発銀行の CEO
によって裁判所に提出されていました。これと同様の
事例は、Mongol Makh Expo の件があります。2020
年 6 月 2 日に関係するファイルが裁判所に提出したと
フレルバートル氏は言いましたが、実際には 2019 年
12 月 20 日に提出されていました。この様に、フレル
バートル氏の発言には誤りが散見されました。

2 つ目は、モンゴルの開発政策に一貫性がないこと
です。殆どの大きなプロジェクトはモンゴル開発銀行
から融資を受けてスタートしました。しかし、プロジェ
クトも半ばで突然融資が停止されてしまうことが多く
あります。その失敗の責任は誰にあるのでしょうか？
大きなプロジェクトが立ち上げられ、実行するための
融資を受け、継続のための融資が受けられず、プロジェ
クトが永遠にストップするのです。多くの企業がこの
ような状況に陥っています。そのため、プロジェクト
が頓挫した責任を誰が負うのかについて、何も話され
ません。企業でないことは確かです。少なくとも責任
の所在を共有する必要があります。サインシャンド工
業団地建設プロジェクトもそうでした。このプロジェ
クトはバトトルガ前大統領の肝いりで始められ、彼は
鉄道を接続し、現在はすでに当該地域のインフラを整
備したと述べていました。だから政府はこのプロジェ
クトを停止または中止するのではなく、さらに押し進
める必要があります。バトトルガ前大統領は、この公
聴会が開かれる前、非常に明確な議論を展開していま
した。それとは対象的に、ガンスフ元道路運輸大臣は、
新しい鉄道プロジェクトについて奇妙な話をしていま
した。私が驚いたことは、モンゴルが中国国境までの

鉄道を少なくとも 2 本新しく建設したこと、そして
それは中国とは繋がっていないと彼が発言したことで
す。今、モンゴル政府と中国政府は鉄道の接続点につ
いて話し合っていますが、ガンスフ元大臣は、接続点
について初めから話がなかったと言いました。一体こ
れは何なのでしょうか？

3 つ目は、総じて政府閣僚は無能ということです。
彼らは知識や経験に欠けており、客観的な評価ではな
く、自分の直感、目に見えるものだけの評価といっ
たレベルでこれらのプロジェクトに取り組んできまし
た。これは重大な不安要素ですが、すべての国民はこ
の種の党員が閣僚や行政の重要ポストに就いているこ
とを知っているので、今更驚くことではありません。
現政権は正しいことをしなければならないので、今に
なって人選方法を改めています。

4 つ目は誠実さです。意思決定者の誠実さです。モ
ンゴル開発銀行から融資を受けた企業が、例えば、民
主党の党首であるエルデネ氏の妹や母親、息子のもの
であり、例えば、バトトルガ前大統領が関係する場合
だと、入札を実施しても必ず彼らの会社が落札するの
はなぜでしょうか。このように意思決定者となる人た
ちが完全に崩壊してしまっているのです。

5 つ目は、中国とロシアからの深刻な外的要因があ
ることです。鉄道の軌間に関して言えば、ロシアは広
軌であり、中国は狭軌であり、モンゴルから中国への
鉄道は狭軌です。また現在の主要な国際回廊はザミー
ンウードまでで、他は国際路線ではなく二国間の道路
です。中国政府は、国際回廊を除き、中国で使われる
以外の軌間の鉄道は認めないというポリシーを持って
います。つまり、この二国間の路線は国際回廊ではな
いので、中国側が接続に積極的ではないのはそのため
かもしれません。モンゴルは中国との貿易を活発化さ
せたいと考えていますが、中国側は必ずしもモンゴル
側と同じ考えではないということです。■
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今回のモンゴル開発銀行の融資に関する公聴会で
は、多くの腐敗事件について触れられ、また、開発銀
行内で恒常的に行われていた多くの腐敗が明らかにな
りました。政府は 2023 年を “腐敗と戦う年 ”と宣言
することを閣議決定しました。この閣議決定に関連し
て、ニャムバートル法務大臣は、政府が打ち出してい
る汚職と戦うための 5項目からなる新たな取り組みを
発表しました。モンゴル語では、この取り組みのキー
ワードとなる各項目の単語の頭文字が “SH” で始まっ
ており、それらは、ホイッスルブロワー、掃き出し、鳥、
取り返し、ガラス（透明性）です。政府が計画してい
る汚職撲滅のための５項目ついて詳しく解説していた
だけますか？

これはまさにタイムリーな宣言だと思います。2023
年は、現政府にとって腐敗との戦いを終わらせるため
の最後の年という覚悟の表れです。既にこの一年で政
府は腐敗対策を始めていました。そして最終的にこの
腐敗と戦うための 5 つの “SH” を発表しました。

1 つ目の SH は、モンゴル語で「シュゲルウレーフ
（笛を吹く：ホイッスルブロワー）」という内部告発に
ついてです。政府はこのプログラムで、「私達は内部
告発者を守る」と言いました。与党人民党は、内部告
発者や調査ジャーナリストを保護する法律の制定を今
まで保留してきました。国民はかなり長い間その法律
を要求してきましたが、今、それが実現しようとして
います。つまり、内部告発者や調査ジャーナリストを
保護する法的環境が整備されるということです。

2 つ目の SH は、モンゴル語で「シュール（ほうき：
掃き出す）」です。このほうきとは、説明できない高
額所得のある役人たちに対することです。彼らが、高
額な所得を正当なものと証明できなければ解雇される
ということです。公職に就く以前に何もビジネスをし
ていなかった公務員が、今では高所得者向けの住居に
住み、高額な車を持っている場合、彼らはすべての収
入がどこから来ているのか、つまり収入源を説明でき
なければ、公職から解雇されるということです。明確

な証拠を提出する機会を残しているので、これは人権
を侵害することなく戦う方法です。言い換えれば、腐
敗に対する処罰が明確な証拠に基づいて行われるとい
うことです。

3 つ目の SH は、モンゴル語で「ショウォー（鳥）」
です。これは外国に逃亡した腐敗者を送還するという
ことです。実際に何人かの容疑者が国外へ逃亡してい
ます。これに対して政府は外国の司法機関と協力して、
適切な対応、交渉を行い、容疑者をモンゴルに送還し
てもらうということです。政府は必要であれば、多く
の国々と結んでいる法の相互執行の協定を新たに結ぶ
こともあります。

4 つ目の SH は、モンゴル語で「シルジューレフ（取
り戻す）」です。これは不正に取られた資産を取り戻
すということです。これまでにも汚職で得られた資産
が多くあり、モンゴル政府は、ケイマン諸島、ロンドン、
ニューヨークでいくつかの不動産を差し押さえ、いく
つかの資産を取り戻しています。取り戻した資金の一
部は、例えば、ウランバートル市の近郊にある高齢者
介護センターのプロジェクトなどに使われます。政府
は今、この腐敗と戦うプログラムが機能し始め、腐敗
した官僚から取り戻した資金をどのように使うべきか
議論する時期にきていると言っています。ですから、
この活動はすでに成果を出し始めていることだと思い
ます。

5 つ目の SH は、モンゴル語で「シル（ガラス）」で
す。これはとても重要なアクションです。なぜなら、
国有企業および地方政府の企業の管理職の選定をすべ
て今年中に実施すると言っているからです。基本的に
は、政府は今すぐ全経営陣を解雇し、選考や投票に基
づいて、より適した人材を見つけるということです。
なぜなら、これまで国有企業の管理職は、政党から任
命されるものでした。これは与党に 20 万人の党員が
いるとすると、彼らは非常に狭い範囲から選んでいた
ということです。現在、モンゴルには 100 万人の労働
者がおり、もし実現すれば政府は党員の 5 倍の人数か
ら適任者を選ぶことになります。この話に関連して、
最近エルデネス・モンゴル社で行われた管理職の公募
のように、100 人規模の職種に 2,000 人以上の応募が
あり、そのうち 1,000 人以上が面接を受け、最終的に

政府は 2023 年を
「腐敗と戦う年」と宣言
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100 人弱の人材が一般から採用されました。エルデネ
ス・モンゴル社は国内最大の鉱山会社であり、その下
には約 30 の鉱山関連会社があります。以上、5 つの
SH を紹介しましたが、これらがうまく機能し、成功
することを願っています。

法務大臣自身は、腐敗と戦っている他の国々の例を
見ると、第 1に政府が腐敗と戦うための措置を講じな
ければならない、第 2に、国民が政府を支持しなけれ
ばならない、第 3に、実際に腐敗と戦うことができる
強固な政策が必要であると述べました。これは正しい
方向への一歩だと思いますか？

現時点でモンゴル政府は腐敗と闘う熱意を持ってい
ます。この腐敗との戦いは、2 年前に始まり、現在も
継続しようとする意欲があります。今、モンゴルはか
つてないほどに腐敗と戦い、多くの事件を明らかにし
ています。腐敗を完全に終わらせるまで、人々が政権
を支持する必要がありますが、第 3 に必要なのは強固
な政策ではなく、独立した法執行機関または裁判所、
公平な司法制度です。■

ドルとトゥグルグの
為替レート

モンゴルの通貨トゥグルグと米ドルの為替レート
が、1ドル＝ 3,500 トゥグルグとなり、トゥグルグは
過去最安値を更新しました。これは前年同月比で 650
トゥグルグ、22.8％下落したことになります。これを
受け、エコノミストは通貨トゥグルグ安の危険性を警
告し、今後 1ドル＝ 4,000 トゥグルグまでトゥグル
グ安が進むことを危惧しています。では、トゥグルグ
急落に伴う危険性は何ですか？

一般的に、為替が年ベースで 18％以上下落すると
危険な水準になると言われます。それが今、1 ドル＝
3,500 トゥグルグとなり、この危険水準を遥かに上回
る水準となっています。昨年の 9 月にも数日間、為替
レートがそのレベルに達しましたが、その後トゥグル
グが買い戻され元に戻りました。しかし今回は状況が
違います。モンゴルでは COVID-19 による制限から完

全に解放され、中国も完全に終息したわけではありま
せんが制限を撤廃しています。実際、多くのモンゴル
人が中国への行き来を再開しています。

2023 年に入り、他の国も国境を再開しています。
モンゴル人も海外旅行に行き、例えばベトナムへの
チャーター便が運航され、640 人のモンゴル人がホテ
ルに滞在していました。厳しい寒さと大気汚染が深刻
なモンゴルから、温暖な国へ家族で逃れるモンゴル人
が増えています。他にも教育や治療のために海外へ渡
航するモンゴル人が増えています。これが年明けから
急激なドルの流出に繋がっています。

また統計によると、昨年 9 月期の対外貿易額はほぼ
2 倍に増加しました。輸入は 66% 増加、輸出は 99%
増加となりました。現在価格が上昇しているのは主に、
モンゴルの主要輸出品目である石炭、銅、金です。こ
れが輸出額の増加に寄与しています。加えて年初来、
モンゴル銀行は 3 億 2500 万ドルの資金を市場に投入
しました。これは 1 日あたり約 1,000 万ドルになりま
す。それにもかかわらず、対ドル為替レートは上昇を
続けています。そしてモンゴルの外貨準備高は現在、
前年比で 10% 少なくなっています。つまりこれは、
モンゴルの国力がいまだその程度にあることを示して
います。おそらくもう少しトゥグルグ安が進行するで
しょう。しかし先程も言ったとおり、モンゴルの輸出
から得られる収入は増加し続けているので、将来的に
は大幅なトゥグルグ安が続くとは思いません。鉱物資
源の輸出が計画通りに進んだ場合、ドルの流入が流出
を上回る可能性が高くなります。

それは商業銀行にとって何を意味すると思います
か ?モンゴルの外貨準備高が減少すると、商業銀行に
よる海外取引、または送金額が制限されることがあり
ます。このまま対ドルでトゥグルグ安が進めば、制限
がかかると思いますか？国民に新たな制限が課される
と思いますか？

実際、すでに制限されています。 現在、ドル建ての
口座を開く場合、15,000 ドルまたは 5,000 万トゥグ
ルグの範囲内でしか取引できません。また取引する前
日までに商業銀行へ申告する必要があります。昨年末
も同様の制限が課されていましたが、政府は最終的に
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この記事は、モンゴル国内の TENGER TV で放送されてい
るデファクトレビュー（2 月 12 日、19 日放送分）の内容か
らお届けしています。

その制限を解除しました。現在の状況が続けば、ドル
取引の制限は再開され、継続されるでしょう。なぜな
ら春になるとあらゆる活動が活発になります。そして
もう 1 つは、モンゴルの旧正月、ツァガーンサルが 2
月下旬にやってくるからです。モンゴル人は、ツァガー
ンサルのために約 1 億ドルを費やすと推定されます。
それがおそらくトゥグルグ安が進んだもう 1 つの要因
です。

では、少なくとも現時点で対ドル為替レートを安定
した水準に維持するためには、何をすべきだと思いま
すか？

モンゴル国内により多くのドルを確保するために、
ドル建て預金の利率を上げる必要があります。以前、
国内のドルの残高が減少したのは、ドル建て預金の利
率を人為的に下げたからです。利率を低く抑えること
は、現在も継続されています。もう 1 つは、今まで石

炭、銅が主要な輸出品目でしたが、今年から食肉やカ
シミアの輸出が増加する可能性もあります。現在、モ
ンゴルのカシミヤはただ洗浄され中国に輸出されてい
ます。中国はそのカシミヤに付加価値を付けて高値で
販売しています。今までモンゴル政府は材料としての
カシミヤの輸出に何の制限もかけてきませんでした。
ですからモンゴル国内でカシミヤを製品化し、付加価
値を付けて輸出することが求められます。カシミヤに
限らず、モンゴルは全ての輸出品に付加価値をつける
努力をしていかなくてはなりません。■
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白鵬 翔 氏
モンゴル勤労英雄、第 69 代横綱、宮城野親方

夢を持ち、挑戦し努力すれば、運が巡る
〜横綱白鵬が追い求めた相撲道〜

白鵬翔（モンゴル名：ムンフバト・ダヴァージャルガル）氏は、モンゴル国ウランバートル市で 1985 年 3 月 11 日
に生まれました。彼は、2019 年に日本国籍を取得し、本名が白鵬翔となり、そして大相撲引退後は宮城野を襲名し、
宮城野親方となりました。彼は、日本の大相撲力士となったモンゴル人力士の第 2 世代であり、4 番目の外国人横綱
となりました。彼は日本の相撲の第69代横綱であり、また、モンゴル国の勤労英雄、功績のあるアスリートです。1,000
年の歴史を持つ日本の国技である相撲では 30 回以上の優勝を果たした横綱が 2 人いますが、彼は 1187 勝、優勝
45 回を果たしました。

J（ジャルガルサイハン）:　こんにちは。あなたは、
大相撲を引退し、親方になりました。言うまでもなく、
親方になることを考えた上でのことだと思います。実
際、親方になってみて力士との違いがありますか？
白鵬翔：　非常に違いがあります。相撲力士とそれを
人に教えることの違いは非常に大きく、とても難しく、
力士よりも大変なことだということを実感していま
す。さらに、300 年の歴史を持つ宮城野部屋を継承し
ました。皆さんもご存知のように 1 月に宮城野部屋継
承と断髪式を行い、国内外から大勢の人が集まってく
れました。そういう意味では、親方としての責任感を
強く感じています。

J:　今、宮城野部屋に力士は何人いますか？全員日本
人ですか？モンゴル人はいますか？
白鵬翔：　今、力士（弟子）は 20 人います。そのほ
かに床山、呼び出し、行司、相撲部屋のマネージャー、
コーチなど合わせて約 30 人います。加えて彼らの家
族などを合わせて 40、50 人の責任者になっていると
いうことですね。20 人の力士のうち、2 人がモンゴ
ル系の人です。そのうち 1 人は日本人とモンゴル人の
ハーフです。もう 1 人は 3 歳で来日し、在日モンゴル
人です。そのため、彼らは国籍を変えずに相撲部屋に
入ることができています。つまり、小中高等学校を日
本で卒業し、在日モンゴル人というステータスを持っ
ているということです。したがって、宮城野部屋には、

外国人力士をもう 1 人を受け入れる枠があります。

J:　相撲部屋に外国人の受け入れに関して具体的な規
則があるのですか？
白鵬翔：　日本相撲協会の規則では、相撲部屋 1 つに
対して受け入れ可能な外国人力士は 1 人までとなって
います。もともと、1 つの相撲部屋に外国人力士は 2
人いました。例えば、龍皇昇（サンチルボルド）と私、
旭天鵬と旭鷲山、朝青龍と朝赤龍というふうにそれぞ
れの相撲部屋に 2 人ずついましたが、今それが 1 人ま
でとなりました。そのため、現役の外国人力士が相撲
を辞めなければ、他に外国人が力士になる機会が閉ざ
されてしまっています。

J:　あなたは、モンゴルから力士を受け入れますか？
白鵬翔：　外国人力士 1 人を受け入れる権限があるた
め、モンゴルから受け入れるとしたら、良く選抜しな
ければなりません。

J:　あなたはバスケットボールに熱心に取り組んでい
た少年だったと聞きました。バスケットボールから相
撲へ転向することになった経緯についてお聞かせくだ
さい。
白鵬翔：　1991 年にモンゴルは社会主義から民主主
義への移行を始め、私たちにあらゆる可能性への扉が
開かれました。1992 年に第 45 代横綱、初代若乃花さ

8 8

http://jargaldefacto.com/category/8


D e f a c t o  I n t e r v i e w

デファクト インタビュー

んは、相撲のルーツという番組を NHK で作っていま
した。若乃花さんが最初に訪れた国はエジプトでした。
なぜ、エジプトにいったかというと、昔の相撲では、
取り組む 2 人のうちどちらか 1 人が死ぬまで戦った
そうです。そして、日本相撲の起源は 1500 年前と言
われています。若乃花さんは、エジプトでピラミッド
を訪れた時、そこには相撲の 88 の型の絵がすべて書
かれていたそうです。次にアフリカ、スイス、トルコ
にも行っていました。そして、1992 年にモンゴルに
来られ、私の父や他のモンゴル相撲の横綱たちに会っ
ていました。その時、私は若乃花さんから日本のお菓
子をいただきました。それがとても美味しくて、それ
で日本の相撲というものに興味を持つようになりまし
た。また当時、モンゴルでは「おしん」や「ラブ・ジェ
ネレーション」など日本のドラマが放送されていて、
その影響を受けたこともあり、日本にぜひ行ってみた
いと思うようになりました。そして、2000 年 10 月に
初めて日本に来ました。

J:　当時、日本の大相撲にモンゴル人力士はいました
か？
白鵬翔：　私が日本にきた 2000 年当時は、モンゴル
人初代力士となる 3 人、その後 7 人、続いて朝青龍や
朝赤龍などの先輩たちがきていました。その次に私た
ちが来日しました。

J:　あなたは日本にきて、この大きなスポーツがあな
たの人生を変えました。あなたは何千年もの歴史を持
つ日本の国技に外国人として入ってきて、頂上まで上
り詰めてきました。ここまでくるために言うまでもな
く大きな目的があったかと思います。それは横綱にな
るということでしたか、それとも他の何かでしたか？
白鵬翔：　力士になるためには、最初にいくつかの条
件を満たさなければなりません。私は初めて日本に来
たときは、成田空港ではなく、大阪の関西国際空港に
降り立ちました。初めての外国で、初めて海を見て本
当に不思議な気持ちになっていました。当時、私が所
属した部屋に外国人力士が 2 人いたため、周りは私
たちにとても関心を寄せていました。大勢の親方がき

て私たちの中からスカウトしていました。私は身体が
細く、一緒にきた子たちの中で最年少だったため、誰
にもスカウトされず、1 人だけ残りました。日本に滞
在する期間は 2 ヶ月、その期間が終わろうとしていた
ある日のことですが、私は人の人生は数時間で変わる
とよく言われることを体験しました。モンゴルに帰る
前日の昼、モンゴルにいる両親に電話し、スカウトさ
れなかったことやオリンピック選手を目指すことを話
し、それから両親にお土産を買って、帰りのチケット
も買ってありました。そして、その日の夜にサヨナラ
パーティーが開かれ、2 ヶ月間の感謝と挨拶もしまし
た。その時、宮城野親方が、龍皇昇（サンチルボルド）
より年下の子を受け入れよう、体重とか身長は後で何
とかなると言って私を選んだそうです。当時、親方と
私は対面していなく、電話で話して選ばれたことを聞
きました。次の日の朝、モンゴルに帰る予定の人間が
前日の夜に選ばれて、本当に数時間で人生が変わりま
した。もし、その時、私がモンゴルに帰っていたら、
相撲の功績や歴史が全く違っていたかもしれません。

それから 12 月 23 日に東京にきて、2 月中旬まで力
士になるための健康診断をはじめ、様々な検査が行わ
れました。日本相撲協会の規則では、体重 75kg、身
長 173cm 以上が条件です。その診断で私の身長は合
格しているものの体重が駄目でした。そのため、親方
の指導ではじめの頃、全く稽古せず、食べて寝るとい
うのを繰り返していました。その時、私は日本語もわ
からなく、稽古もしてもらえず、食べて寝るだけのこ
とを繰り返していたので、私はモンゴルに返されるの
ではないかと思っていました。

それから、1 ヶ月半が経った頃に体重は 18kg、身長
は 5 ｃｍ増え、相撲協会の規則における基準に合格し
て、各界に入りました。

J:　長い相撲人生の中でもっとも大変だった時はいつ
でしたか？
白鵬翔：　今思い返せば、16 歳で初土俵を踏み、初
めての三賞を受賞するまでの 2 年半が一番大変な時期
だったのかなと思います。しかし、モンゴル相撲の横
綱、モンゴル初のオリンピックメダリストの息子が大
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相撲を辞めてモンゴルに逃げ帰れば、父の顔に泥を塗
ることになってしまうという思いがどこかにあり、辛
いことにも耐えられていたのかなと思います。

私の父はもともと遊牧民の家の人間だったので、田
舎に親戚が多く、私は学校の夏休みによく田舎に行っ
ていました。そのため、自然の中でたくましく育った
ということもあり、日本にきてからそれほど相撲を辞
めて帰りたいという強い思いはありませんでした。

J:　何が一番難しかったですか？
白鵬翔：　稽古です。稽古で良く泣いていました。し
かし宮城野部屋という環境がとても良く、いい部屋に
入門したと思います。稽古が終わると部屋の先輩たち
は、私の肩をポーンと叩き、あなたのためだからねと
良く言っていました。それをいじめと感じるか感じな
いかという微妙な感覚があります。私はそれをいじめ
ではなく、私のためだと感じ、そのように受け取って
いたと思います。

J:　辛いことがあり、泣いたこともたくさんありまし
たが、相撲を辞めずにここまできました。今、あなた
は世界中で有名な人物となりました。ここまで来て、
もっとも嬉しかったことは何ですか？
白鵬翔：　小さなことかもしれませんが、先ほどあな
たが言ったように、私はバスケットボールが大好きで、
マイケル・ジョーダンの大ファンで、彼らの写真を集
めていました。横綱になった後、ロサンゼルスで大相
撲巡業が行われた時、マイケル・ジョーダンの友だち
に会うことができ、マイケル・ジョーダンのサイン入
りのボールをもらったことが一番嬉しかったです。ま
た、父が生きていたときに勤労英雄勲章を受賞し、親
子揃って勤労英雄になったことで、父を喜ばすことが
できたのが嬉しかったです。また、父に東京オリンピッ
クまで大相撲を引退しないという約束をして、それを
果たせたこともあります。

J:　あなたは、大相撲の歴史の中で、これまでにない
高い功績を残しました。日本では、あなたの名前を知
らない人はいないくらい有名人になっています。この

名誉と相撲の功績をこのまま維持して行く、またはよ
り高めていくために、これからすること、または計画
についてお聞かせください。
白鵬翔：　どんなことでも古いものを変えることや改
善すること、新しい風を入れる必要があるかと思いま
す。しかし、重要なことは残して行かなければなりま
せん。例えば、私が 13 年前に主催を始めた少年相撲
大会である「白鵬杯」が国際大会となるまで拡大し、
世界中の人々が相撲について知るようになり、関心が
高くなっています。また、2016 年にモンゴルで世界
相撲選手権大会を主催しました。加えて、将来的に大
相撲はオリンピックの種目に加えられる可能性もあり
ます。例えば、去年 7 月にアメリカで「ワールドゲー
ムズ」が開催されました。これはオリンピックに採用
されていない競技種目の国際オリンピックと言われて
います。こういった活動を通して相撲をもっと広めて
行きたいという思いがあり、今後の活動についてのア
イディアはたくさんあります。

J:　あなたもそうですが、他の力士も同じく土俵に上
がると感情を一切表に出していません。例えば、嬉し
いなのか、悔しいのかを見ていても分かりません。こ
れも相撲部屋で教えられるのですか？何が人をそうさ
せているのですか？
白鵬翔：　相撲道、柔道、合気道、茶道、剣道、武士
道とすべてに「道」という言葉があります。初めて力
士として入門して半年間研修を受けますが、これらの

「道」は、礼に始まり礼に終わるという武道の精神です。
どういう意味かといえば、相手がいるから勝利するも
のであり、相手がいないと何もなし得ません。そのた
め、負けても勝っても相手に敬意を払いお辞儀します。
この哲学は偉大な道徳でもあります。

他方、これは相手に敬意を払うだけでなく、自分を
リセットするものとも言います。例えば、礼と言って
お辞儀するということは、礼とは日本語でゼロという
意味もあり、原点に戻るという意味合いが含まれてい
ます。つまり、原点に戻り、リセットして、もう一度
原点から新たな気持ちで始めるということです。
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J:　例えば、あなたは実生活ではこのように笑うし、
表情も豊かです。しかし、土俵に上がると一切感情を
表に出さず、無表情です。いつからそうなるのですか？
白鵬翔：　番付が上がれば力も増すというように、例
えば、横綱が負ければ、その上がなく引退することに
なります。そのため、非常に集中力を高めなければな
りません。2018 年に私は九州で左膝の手術を受けま
した。その時、2015 年に私について本を執筆した作
家の先生が福岡にきて、「白鵬さん、あなたが取り組
みの際に無重力状態に陥っていたことについて話しま
しょう」と言いました。私はそんなことを話したこと
も忘れていました。選手が集中することを「ゾーンに
入る」と言います。人間は死ぬ時、危険な時、脳が非
常に集中している時に無重力が起きるようです。私は
みんな無重力に陥るものだと思っていて、弟子や他の
番付を持つ力士たちに聞いてみたら、みんなそうでは
なく、私の言うその状態が一瞬で起きて終わるそうで
す。そこで、自分の特技を初めて知りました。おそらく、
私は負けることが死ぬことと同じというふうに思って
いたのかなと思います。

J:　奥様との出会いについてお聞かせください。
白鵬翔：　横綱朝青龍のファンクラブが開かれ、セレ
モニーが行われました。そのセレモニーにモンゴル力
士の中で有望性のある若い力士 2 人を招待するという
話があり、横綱日馬富士と私が招待され、私の席が妻
と同じテーブルでした。そこで初めて妻と出会いまし
た。出会ってから 3 年後に結婚しました。人は大変な
時に傍にいて支えてくれた人に愛情が湧くものだなと
思います。私は二十歳の時に関脇となっていて、頑張
れば大関になるチャンスが目の前でした。しかし、足
の怪我を負い、場所を休んでいました。その時、彼女
は運転免許を取得し、私の病院の送迎をはじめ、あら
ゆることをサポートしてくれて、さらにモンゴル語
まで勉強し、モンゴル語で手紙を書いてくれていまし
た。私が入院していたファンクラブの人たちは私を安
静にするため、あまり関わらないようにしていました
が、私はむしろそれが 1 人置き去りにされているよう
な気がして、いろいろなことを考えていました。私が

身体的にも精神的にも落ち込んでいた時に懸命に支え
てくれた彼女の姿を見て、その時に、私がどんなに大
変な状況に置かれても彼女なら私を支えてくれると確
信し、大関になってこの人と結婚すると自分の中で決
めました。そして、念願の大関となって彼女にプロポー
ズし、結婚しました。

J:　あなたは、子どもたちの将来をどのように見てい
ますか？大相撲というスポーツに関わってほしいと思
いますか？
白鵬翔：　私としては、祖父、父、息子と 3 代横綱に
なれればという 1 つの夢がありますが、もし、その時
がくればその時に考えます。私は 12 歳の時、父を喜
ばせようと思って父に秘密でレスリング部に入部しま
した。それを知った父は、喜ぶどころか逆に怒ってし
まったのです。父は（当時の）私にはまだ早いという
のです。父いわく、レスリングはゲームではない、コ
ンタクトスポーツです。コンタクトスポーツでは、1歳、
2 歳の力の差が大きく、僅かな年齢差でも、もし年上
の人に負ければ自信を失くし、またやりたいと思えな
くなるというのです。自分の好きなバスケットボール
だけをやっているようにと言われました。

J:　このようなことを若者に理解してもらうため、あ
なたの宮城野部屋では力士に何か特別なことをしてい
ますか？
白鵬翔：　私が弟子や若者によく言っていることは、

「自分の型をつくるべし」ということです。そして、「た
くさんの技を持つべし」ということです。これができ
ていなければ、いろいろやってもダメです。私に好き
な言葉があります。それは日本語で言うと「型をもっ
て型にこだわらない。これができる人は名人であり、
達人である」。これは、相撲だけでなく、他のスポー
ツでも、実生活でも大事なことだと思います。私の特
技は相撲です。相撲を木に例えると、相撲は私にとっ
て根っこになるもので、この根っこの上に大きな木を
育てて、たくさんの花を咲かすということです。

J:　それを考え方や姿勢という面においてどのように
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説明できますか？
白鵬翔：　自分が一番良くできるということを 1 つ
持って置くことです。例えば、相撲で言えば、私はま
わしを取って相撲をする人です。まわしを取ってさえ
いれば、何らかの不注意なことが起きない限り、私は
99.99％勝ちます。しかし、これだけでは良くありま
せん。これをベースにして他にもいろいろな技を持っ
ていなければなりません。それは稽古で身につけます。

J:　相撲の稽古の時間やその頻度についてお聞かせく
ださい。
白鵬翔：　私は２〜３時間です。稽古はやり過ぎも良
くありません。それはオーバーワークです。どういう
ことかといえば、見た目は良く見えても、内側の力が
無くなってしまうのです。だから、週 1 〜 2 回休ませ
るなど調整しながら相撲を取ります。

J:　相撲だけでなく、これから大人になろうとしてい
る段階にいるモンゴルの若者や大学を卒業する学生に
向けて、あなたはどの様なことを伝えたいですか？
白鵬翔：　私は夢や運について話すのが好きです。私
は、大相撲に入門した当初、62kg でモヤシというあ
だ名で呼ばれていました。そんなモヤシと呼ばれた人
間が今ではここまで大きくなりました。だから、その
ことを日本やモンゴルの若者に知ってもらいたいと思
います。人は夢や目的を持つべきだと思います。例え
ば、私が初めて土俵を踏んだ当時、50％も成功する確
率はありませんでした。私のスタートは負けから始ま
りました。今では勝利した数が目立っていますが、始
めは負けてばかりでした。そのため、当時はモンゴル
横綱、オリンピックメダリストの息子としての自分に
がっかりしていました。

若者に対して 1 つではなく、たくさんの夢を持つこ
とを言いたいです。その夢はどんなに小さくても良い
のです。大事なのは夢を多く持つことです。もし 1 つ
の夢だけしか持っていなければ、その夢が実現した時、
他に何をすればいいかがわからなくなり、モチベー
ションを失うことになります。そのため、そうならな
いために小さくても良いので、たくさんの夢を持つこ

とが大事です。しかし、それを全部実現させようと思
いすぎて、走りすぎれば、身体的にも精神的にも疲れ
てしまいます。頭の中で考え、心の中に描き続ければ、
いつか夢は必ず実現するということを伝えたいです。

もう 1 つは「運」について言いたいと思います。運
は努力した人にだけくるものです。しかし、1 回だけ
の努力で終わってはいけません。それはそれで悪くあ
りませんが、ナンバーワンにはなれません。ですから、
いろいろなことに興味を持ち、様々なことに挑戦し、
努力してきた人に神様は運を贈るということを伝えた
いです。「運」という漢字は軍を前進させると書きます。
つまり、挑戦した人に運が巡ってくるということであ
り、ただ座っているだけでは、運は巡ってこないとい
うことです。だから、私はこの運という言葉と漢字が
好きです。

J:　夢を持ち、夢のために挑戦し、努力すれば、運が
巡ってくるということですね。今日は、貴重な話を聞
かせてくださってありがとうございました。
白鵬翔：　ありがとうございました。■

2023 年 2 月 22 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。インタビュー全編を https://
jargaldefacto.com/article/khakukho-shou-
hakuho-sho にてご覧いただけます。

ご注文は
https://defactojp.base.ec/
から。
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佐賀県唐津市
今日は、佐賀県にある日本の有名な黒毛和牛の牧場

を訪問した。この牧場のオーナーは中村さんという
女性で、この仕事を心底愛している。この牧場では牛
1,200 頭、乳牛 200 頭が飼育されている。国の認証を
受けた雄牛を人工授精で繁殖させている。生後 30 ヶ
月の牛は 800kg にまで成長し、売りに出される。す
べての牛の耳にはタグが付けてあり、このタグには国
が発行する 10 桁の個体識別番号が印字されている。
また牛の出生から給餌、健康、成長を記録したバーコー
ドが記されている。このタグを生まれてから食肉にな
るまでつけるという。この牧場の従業員はわずか 5 人。
国の基準を満たした飼料を独自の調合で牛に与えてい
る。獣医師は毎日やって来て、販売は JA が担当する。
日本は 2022 年に、7,800 トンの牛肉を輸出している。

長崎県松浦市
松浦市立埋蔵文化財センターを訪問した。元王朝フ

ビライ・ハーンは、1274 年と 1281 年に日本に侵攻
した。1281 年には、中国と朝鮮から 4400 隻の船（14
万人の兵士）が送られた。しかし、非常に強い嵐（神
風）ですべての船が沈没した。この島の漁師たちは、
蒙古軍が使っていたとされる道具などを発見していた
そうだ。それらを集め、1983 年にこの文化財センター
が設立されたという。最近日本では、沈没した船の錨

を海底で発見し、引き上げに成功している。この研究
所の所長ウチノタダシさんによると、この錨の重さは
600kg、長さ 7m あり、全長 30 〜 40m と当時の船と
しては非常に大きかったという。また、このセンター
では 1277 年の蒙古軍の最高司令官の石印、当時の軍
の兜なども発見されており、兜は 3D レンダリングさ
れたレプリカも作られていた。石印の重さは 726 グラ
ム、サイズは 6.5x6.5cm である。

福岡県福岡市
福岡市の博物館を訪問した。東京大学教授 K. ヒロ

モトさんの説明では、「フビライ・ハーンは 30,000 人
の兵士と 900 隻の船団を率いて襲来し、1274 年 10
月 20 日、博多湾で日本軍と戦った。蒙古軍は馬をほ
とんど持っておらず、爆薬と剣と槍を持っていた。日
本軍には馬があり、兵も多かった。双方に多くの死者
を出した。蒙古軍は後退し、引き上げるときに嵐に見
舞われた。元寇に関する長さ 20 メートルの 2 つの絵
図が国立倉庫に保管されている。」とのことだ。

日本紀行
2023 年 2 月 10 日〜 17 日（日本訪問時の日記）

D. ジャルガルサイハン
経済学者 / エッセイスト
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蒙古軍は 7 年後の 1281 年に 4,400 隻の船と 14 万
人の兵士とともに戻ってきたが、またしても嵐に見舞
われた。

福岡市西区西浦「蒙古山」
九州福岡市の西端に蒙古山がある。1274 年と 1281

年には、この山の頂上に蒙古軍の監視塔があり、遠方
にある船に煙で合図を送っていた。この山の麓に双方
の兵が埋葬されたという。1895 年に鎮魂のために博
多の人々によってこの場所に石碑が建てられた。しか
し、2005 年の地震で石碑が倒壊したため、2022 年
11 月 29 日に、地元住民、在福岡モンゴル名誉領事、
九州・沖縄モンゴル友好協会の協力と、日本モンゴル
両国の寄付により再建された。戦争の歴史を残し、平
和に暮らすという思いが込められたこの美しい記念碑
がこのように再建された。今ではこの場所に多くの人
が訪れている。

大分県「旧友のタケを訪ねて」
日本の大分県。旧友を訪ね、共に温泉へ行き、食事

し、お酒を飲んだ。モンゴル人は清水武則さんを良く
知っているはずだ。彼は 1977 年以来、モンゴルに関
わってきた。2011 〜 2016 年に在モンゴル日本国大
使を務めた。定年した今でも忙しくしており、日本で
2 つの大学でモンゴルについて教えている。日本モン

ゴル友好協会の事務局長でもあり、彼は両国の友好関
係に大きく貢献した人物でもある。今でも数多くのア
イディアを持っており、私たちは多くを語り合った。

日本で一番長い歩道吊り橋を見下ろす窓のある住居
には、モンゴルの絵画ギャラリーがある。モンゴルの
美術家 N. チュルテムさんの絵画が 6 〜 7 枚、他にも
十数枚の有名な絵画が飾ってある。また彼は故郷で植
樹プロジェクトを始めた。山頂の 2 ヘクタールの私有
地には 10 万本のダリアと 1,000 本の桜を植える予定
だという。また、5 代に渡り受け継いできた築 140 年
の木造家屋も修繕すると言っている。彼は、謙虚で偉
大な男。年齢は数字に過ぎない。これからも前に進ん
でいこう、清水さん！！！

愛知県　名古屋駅
名古屋駅で新幹線の乗り換え時間が25分しかなかっ

た。それでも名古屋名物 “ きしめん ” を食べることが
できた。この店は 60 年間、時間がない人々のために
営業しているそうだ。プラットフォームに 4 つの店舗
を構え、入口の券売機で 670 円のチケットを購入し、
店員に渡すとすぐにきしめんが出てきた。慌てること
なく、予定の電車に乗り込んだ。

愛知県　トヨタの工場
1. 愛知県名古屋市からほど近い田原市にあるトヨタ

自動車の工場を訪問した。日本にある 11 の工場
の 1 つであり、従業員は 7,790 人、4RUNNER、
LC Prado、Lexus GX460 などを含む 7 車種を生
産している。70 秒に 1 台のペースで車が生産され
る。シャシーとボディは、自動と手動を組み合わ
せて組み立てられている。持ち上げたり、運んだ
りするのはハンドクレーン。従業員の作業ぶりは
本当にロボットのように早く的確だ。慣れを必要
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とする難しい仕事だが、従業員は慣れた手つきで
作業をこなしている。

2. ここにはトヨタ車のみを輸送船に積み込む港があ
る。大型の輸送船に 5000 台の車を積み込むのに
は 3 日かかるそうだ。それぞれ 16 人からなる 5
つのチームで自動車を船へと積み込む。自動車は
横 10cm、前 30cm の間隔で並べられている。間
違い 1 つなく、止まることなく、まるでアリが等
間隔で行進するような素晴らしいシステムだった。

3. 2022 年にトヨタは日本で 260 万台、世界 27 ヵ国
にある 50 の工場で 650 万台の自動車を生産して
いる。トヨタは世界最大の自動車メーカーで、全
従業員数は 372,000 人。トヨタに次ぐ世界第 2 位
の自動車メーカーは VW グループである。トヨタ
はジャストインタイム（Just-in-time）システムを
導入していることで、すべての資材（供給）がそ
の日の適時に適量で届くようになっている。資材
や部品を保管する広いスペースも倉庫も必要なく、
市場に直接出荷されている。

4. モンゴルでは、Tavanbogd LLC、Munkhkhada 
LLC、および Top Motors LLC という 3 つの販売
代理店を通じて、年間約 1,600 台の新車のトヨタ
車が販売されている。さらに、トヨタセールスモ
ンゴリアという、レシプロおよびハイブリッドエ
ンジンを搭載したトヨタ・レクサスの新車の卸売
販売代理店があり、この代理店はトヨタの正式代
理店である。しかし、プリウスの中古車は、個人
輸入や他社経由でモンゴルに輸入されている。

愛知県「古いバッテリーをどうしているか？」
愛知県半田市。豊田ケミカルエンジニアリング社で

は、自動車にニッケルやリチウムを含んだ廃バッテ
リーを回収し、リサイクルを行っている。この工場で
は、トヨタ車のニッケル入りのバッテリーを分解し、
500 度以上で燃焼、金属メッシュプレートに残った黒
いニッケルを削り取っている。その後、ステンレス工
場に供給される。例えば、プリウス 40 までのモデル
にはニッケル電池が搭載されている。2015 年以降、
プリウス 50 にはニッケルとリチウムイオン電池を組
み合わせたものが搭載されている。また、ここにはリ
チウム電池リサイクル工場が別棟にあり、トヨタ以外
の車の電池も受け入れているそうだ。

モンゴルでは、古いバッテリーの行方はどうなって
いるのだろうか？ 2022 年の時点で、127 万台の自動
車（オートバイ、トラックを含む）が登録されており、
そのうち 78 万台が車検を受けている（道路交通省）。
そのうち、22 万 3000 台（28.5％）がプリウスである。
2018 年から年間 2 万〜 2 万 5000 台の中古のプリウ
スが輸入されている。

では、これらの使い切ったバッテリーはどこに行く
のだろうか？もし、草原に捨てていれば、それはどの
様な害をもたらすのだろうか？この 2 つの質問に対す
るいくつかの答えをここで聞いた。

2018 年から毎年、40 フィートのコンテナで、年 4
回プリウスの古いバッテリーがウランバートル市の
ツァイズ市場からこの工場に届けられている。1 つの
コンテナに 1,400 台分のバッテリー、年間 5,600 台
分のバッテリーが日本へ送られている。私たちは輸入
される台数と輸出されるバッテリーの数を比較してみ
るべきだろう。

かつては中国人が中古のバッテリーを運んでいた。
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しかし、中国の環境に対する要求が厳しくなり、希少
材料を取り出すためにバッテリーをモンゴルで分解し
ていると、2019 年に開かれた廃棄物に関する会議で
話されていた。このような状況をモンゴル政府は知っ
ているのだろうか？しっかり監視しているのだろう
か？

東京　サントリーホール
もしこの有名なホールで音楽を鑑賞する機会があれ

ば絶対逃さないことをお勧めする。このホールの音響
は世界最高として知られているからだ。幸運にも私は
このホールに足を運ぶのがこれで 3 度目となった。今
夜は、東京都交響楽団の演奏。フランスの作曲家フォー
レ、シュミット、ショーソンの楽曲を鑑賞した。演奏
者は全員日本人。指揮者の Y.P. トルトゥリエはフラン
ス人。ホールは満席で、全員がマスクを着用しており、
ほとんどが高齢者だった。2006 席を有する専用のこ
のコンサートホールは1986年に開場した。サントリー
の創業者である鳥井信治郎は、「企業は社会に恩返し
するべき」だと言っていたそうだ。サントリーは、ウ
イスキー製造開始から 60 周年を記念して、このコン
サートホールを建設し、国民に贈ったという。また、
芸術を支援するサントリー財団が設立された。

白鵬翔、宮城野部屋
横綱白鵬は宮城野を襲名した。モンゴル人にとって

彼はムンフバト・ダヴァージャルガルのままである。
“ 郷に入っては郷に従え ” という諺がある。力士から
親方になり、宮城野部屋を継承し、名声の頂点に至る
までの道のりは容易ではなかったはずだ。彼自身の成

功した経緯、1 つのことを完璧にするための努力、集
中力について話を聞いた。東京墨田区にある宮城野部
屋で撮影した彼とのインタビューは 2 月 22 日にテン
ゲルテレビのデファクトインタビュー番組で放送され
た。番組はここから視聴できる。（今号のデファクト
インタビューを参照）

水素（hydrogen）で走る車、MIRAI
トヨタの MIRAI という車は、5.6kg（6,000 円）の

液化水素で 850km の走行が可能である。現在、全国
に 163 ヶ所（Iwatani Co. 千葉）で水素ステーション
が建設されている。また、バスも水素を使った燃料電
池で走っている。水素が大気中の酸素と反応して発生
するエネルギーでモーターが動く仕組みだ。この車の
モーターは、1 世帯に 3 日分の電力を供給することが
できる。これは自然災害時にも役に立つという。この
車で 10 キロ走った。排気ガスはなく、水が排出され
るだけ。コストは従来の自動車と比較して高くなるが、
これが未来のエンジンだそうだ。大気汚染はゼロ。モ
ンゴルにとって必要なものだ。
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モビコムの親会社 KDDI
KDDI は、ドコモに次ぐ日本第 2 位の通信会社であ

る。固定電話と携帯電話のあらゆるサービスを提供し
ている。市場の 30％を占める 4,000 万人以上のユー
ザーを持つ巨大企業でもある。現在の市場価値は 684
億ドル。モンゴル経済全体でも 140 億ドルなので、い
かに大きな会社か分かるだろう。この会社は 48,000
人の従業員を抱え、2022 年の利益は 87 億ドル。株式
の 13％を京セラが、11％をトヨタが、残りは投資家
が保有している。

KDDI は、現在モビコムの株式 99％を保有しており、
モビコムはモンゴルの携帯電話市場のほぼ半分を占め
ている（2016 年に住友商事が株式を取得。モンゴル
のニューコム社が 1％を保有）。つまり KDDI がモン
ゴルで何をするのか、何をしようとしているのかは、
私たちモンゴル人にとってとても重要になる。KDDI
は B2C サービスを日本以外にモンゴル、ミャンマー
で実施している。B2B サービスをモビコムが実施して
いる。例えば、コールセンター、データセンターなど
がそうだ。

KDDI のミッション・ステートメントは、「繋がる
ことで、誰もが夢を実現できる社会を構築すること」。
そして KDDI の目指すソリューションが、モンゴル市
場でも活かされるのか、その可能性について聞いた。
1. 空間自在−実際に同じ空間にいるプロジェクト：

完璧なオンライン接続により、音や映像が 1 つの
部屋に一緒にいるような状態にすることを目指す
そうだ。別の国、別の都市にいても実際に一緒に
いるかのような接続は、一緒にコンサートを観る、
または一緒にカラオケで歌う感覚を利用者に与え、
遠隔医療、教育サービスなどをどこからでも受け
られる環境を提供できる。例えば、モンゴルでは
教員が全国的にオンラインで授業を実施すれば、
地方における教員不足の問題を解決できるように
なるかもしれない。

2. Geotra（三井物産との共同出資子会社）−GPS の
位置情報でモデルを作るプロジェクト：当該場所
に行き来している人々がどこに出入りしているか
を観察し、移動全体を年齢や性別で分類し、分析
をしている（その際の個人の名前や携帯電話番号

は秘匿）。マーケティングツール、モデル都市計画、
交通機関の組織、インフラ建設、災害防止などに
活用される。

3. Briefcam−映像内容分析：交通渋滞、交通違反、
交通事故などを監視し、分析する。例えば、当該
道路を通行したあらゆる自動車の種類、色、車種
などで分類し可視化するという。キャノン社との
共同プロジェクト。

KDDI が持つこれら 3 つの事業が、モンゴルでも実
施される日が来ることを期待したい。

ありがとう！
私たちデファクトチームの取り組みが、日本・モン

ゴルの友好に貢献していると高く評価され、日本とモ
ンゴル外交樹立 50 周年を記念して、私を日本に招い
てくれて、私が日本を再び訪問できる機会をくださっ
た日本の外務省、在モンゴル日本大使館に深く感謝を
申し上げる。また、私の日本訪問の間、常にサポート
してくれた日本外務省のアキヒト・ナカオ氏と、横綱
白鵬とのインタビュー撮影を設定してくれたカナコ・
オオニシ氏、福岡にいるモンゴル国領事 Sh. アルタン・
エルデネ氏、およびデファクトガゼット（日本語）チー
ムにも謝意を表したい。

私たちのデファクトガゼット週刊新聞は、モンゴ
ル語、英語、ロシア語で発行されていたが、2017 年
12 月から日本語でも発行されるようになった。オ
ンラインで無料購読できる。あなたは、パソコンで
jargaldefacto.com にアクセスし、自分のメールアド
レスを入力し、購読する言語を選び、メールで毎週デ
ファクトガゼットを受け取ることができる。

今回の日本訪問はタイトなスケジュールだったが、
日本のたくさんの県や都市を訪問したことを私自身の
SNS で投稿し、共有した。そちらもご覧あれ。■

最新の情報は SNS でチェックできます。

1717

No.585 デファクト論説

https://www.facebook.com/jargaldefactomongolia


MONGOL WATCHMONGOL WATCH   2/13~24

2023/2/13【軍事】
フレルスフ大統領が国境警備隊を訪問

U. フレルスフ大統領がモンゴル南部の国境警備にあ
たる軍基地を訪問した。モンゴルでは国軍の最高司令
官は首相ではなく大統領である。この大統領の訪問で、
四輪駆動の自動車やバイクなどの車両が新たに配備さ
れ、その引渡式も開かれた。内陸国のモンゴルでは国
境を守るのも軍だが、役割としては日本の海上保安庁
に近い。配備された車両も戦車や装甲車ではなく、一
般の車両である。

2023/2/14【政治】
第 2 回「協議して決定」が開催

デファクトガゼット No.231 のレビューでもお伝え
した諮問委員会が国会議事堂で開催された。この諮問
委員会のメンバーは、国家統計委員会によって無作為
抽出法で選出された 1570 人の国民となっている。公
職に就く者や政党の役員は選出されない。今回は 2 回
目となり、50％以上となる 800 人余りが参加した。
この会合は 2 日間に渡って行われ、「協議して決定」
というタイトルが付けられている。この諮問委員会で
討議された内容は、終了後に勧告として国会へ提出さ
れる事になっている。あらゆる分野から広く国民に参
加してもらい、社会経済の問題点を洗い出すというと
聞こえはいいが、「たった 1500 人に国の意思決定を
任せるのか」といった批判もある。実際、モンゴルは
議会制民主主義なので、このように無作為に抽出され
た国民に議論を任せるのであれば、何のための国会議
員がいるのかということになる。つまり、この国民参
加の「協議して決定」が、政治的な大きな動きの布石
と見るべきである。

2023/2/15【外交】
オユンエルデネ首相が韓国のユン大統領と会談

オユンエルデネ首相が韓国を公式訪問した。ユン・
ソギョル大統領と会談し、フレルスフ大統領の親書を
手渡した。今回のオユンエルデネ首相の韓国訪問の狙
いは、両国間の幅広い分野での戦略的パートナーシッ

プの強化で、ユン大統領はこれを支持した。そして韓
国側からは 2030 年の万国博覧会に名乗りを上げてい
るプサン市への支持を依頼され、オユンエルデネ首相
は支持を約束した。（詳細は今号の DeFacto Review
を参照）

2023/2/15【経済】
モンゴルと韓国の経済連携協定の交渉が開始

オユンエルデネ首相は、モンゴルと韓国の経済連携
協定の交渉開始の調印式に出席した。カウンターパー
トはハン・ドクス韓国首相。調印式で署名するのはフ
レルバートル経済開発大臣。またこの調印式には、レ
ア・アースの共同開発（ガンバートル鉱業・重工業大
臣）、気候変動の緩和に関する協力（バトエルデネ自
然環境・観光大臣）、軍事機密情報の相互保護（バト
ツェツェグ外務大臣）、文化芸術の交流プログラムの
実施（ノミン文化大臣）などが含まれている。両国は
いくつかの合意に基づき合同委員会を設立した。現在、
多くのモンゴル人が就労目的で韓国に滞在している。
またウランバートル市内には韓国資本のコンビニなど
の店舗が数多くある。モンゴルと韓国の民間分野で
の繋がりは日本よりも多い。（詳細は今号の DeFacto 
Review を参照）

2023/2/15【政治】
モンゴルとベラルーシの議会グループが
オンライン会議を開催

モンゴル国会の安全保障と外交政策に関する常任委
員会に所属する国会議員とベラルーシの国会議員がオ
ンラインで会議を開催した。この会議には駐ベラルー
シモンゴル国大使と外務省事務次官、議会事務局外務
部長も参加した。このオンライン会議は、モンゴルと
ベラルーシの国交樹立 30 周年の枠組み内で行われた。
この会議で両国の農業、運輸、緊急事態の各分野で協
力していくことが話し合われた。モンゴルもベラルー
シも旧共産圏の国、かつ内陸国という共通項がある。
しかしモンゴルは民主主義国家へと移り変わったが、
ベラルーシはルカシェンコ大統領による独裁政権の国
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となった。2021 年にはライアンエアー機を強制着陸
させ、乗客の中にいた反ルカシェンコのジャーナリス
ト、ラマン・プラタセビッチを拘束し、世界中から批
難されている。

2023/2/16【外交】
ザンダンシャタル国会議長が
キム・ヨンジュ韓国国会副議長を歓迎

モンゴルを訪問した韓国国会のキム・ヨンジュ副議
長をザンダンシャタル国会議長が迎えた。キム副議長
は、モンゴルと韓国の両国の協力強化を促進するプロ
グラムを実施する予定だと伝えた。具体的には、子ど
もの健康を支援するプロジェクトとして、大気汚染に
よる呼吸器疾患への支援を拡大する計画であるとのこ
と。暖を取るための石炭燃焼や渋滞中の自動車の排気
ガスなど、モンゴルの冬期の大気汚染は尋常ではなく、
屋外を歩いているだけでもかなり厳しい状況。そのた
め子どもの呼吸器疾患は深刻な問題となっている。

2023/2/17【経済】
財務省へ財務諸表を提出していない企業

モンゴル証券取引所に上場している企業は、財務省
へ決算報告書を提出することが法律で義務付けられて
いる。一般的に上場企業ならば財務状況の公開は当た
り前のことだが、登録されている 183 社のうち、期限
までに財務諸表を公開できたのは 97 社。この日モン
ゴル証券取引所は、決算報告書を提出していない企業
一覧を公開した。その数なんと 77 社。

2023/2/20【経済】
「モンゴル経済フォーラム 2023」を
7 月に開催

政府の臨時閣議が開かれ、モンゴルの観光政策につ
いて話し合い、それに関連して 2023 年 7 月 14 日、
15 日の両日にモンゴル経済フォーラムを開催するこ
とが決定した。このフォーラムの作業部会の座長はフ
レルバートル経済開発大臣、副座長はノミン文化大臣
が務める。モンゴルはお世辞にも外国人観光客が滞在
しやすい国とは言えない。質の割には高いホテルの宿

泊料金、脆弱なインフラ、未整備な観光資源、後をた
たない窃盗や盗難の多さなど課題は多い。問題を解決
して観光立国になってもらいたい。

2023/2/21【社会】
水兎の旧正月

モンゴルの旧正月は 2 月 21 日となる。中国やベト
ナムなどで祝われる旧正月とは日付が異なる。モンゴ
ルでは占い師がその年の旧正月の日を占いで決めるの
で、一般的な Lunar New Year とは日付が一緒ではな
い。この日、フレルスフ大統領、オユンエルデネ首相、
ザンダンシャタル国会議長が国会議事堂宮殿で 88 歳
から 91 歳までの国に貢献した人々と面会した。

2023/2/21【外交】
モンゴルとウクライナ両首脳が電話会談

フレルスフ大統領がウクライナのゼレンスキー大統
領と電話会談を行った。ゼレンスキー大統領はモンゴ
ルのウクライナへ対する人道支援に謝意を述べたとの
こと。またフレルスフ大統領は、ロシアによるウクラ
イナ侵攻は外交活動により解決すべき問題と強調。内
陸国のモンゴルは北をロシア、南を中国に接しており、
貿易も主にこの二国との間で行われる。モンゴルは難
しい立ち位置にいる。

2023/2/24【政治】
オルホン県、ダルハンオール県で
土地パッケージ法案に関する討論会を開催

両県で国会議員のイニシアチブのもと、環境・食料・
農業に関する常任委員会、建設・都市開発省、土地管
理局、測地地図局、両県自治体が共同で改正土地開発
法の公開討論会を開いた。モンゴルの土地開発法は
20 年間改正されておらず、現状に合わせた法律に改
正するため、地元住民の声を聞くことを目的に開催さ
れた。モンゴルの国土は日本の 4 倍だが、各地に鉱物
資源があるので土地の運用、管理は重要な国家政策と
なっている。特に遊牧民の牧草地を守ることは最優先
となっている。そのため、地元住民から現状を聞くこ
とは重要なことである。■
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第８回　自然豊かなゴビ・アルタイ

ゴビ・アルタイはモンゴルの南西部に位置し、アイ
マグの南側は中国国境となる。面積は 141,400 平方
km あり、北海道の約 1.7 倍にもなる。これはモンゴ
ルのアイマグの中でも 2 番目の大きさ。この広大な
土地の人口は 57,818 人しかいない。首府はアルタイ
市で、ここはモンゴルで最も標高の高い場所（海抜
2,181m）にある都市である。首都ウランバートルか
らは 1000km の距離にある。アイマグの殆どをゴビ砂
漠とアルタイ山脈に占められており、アイマグ名の由
来にもなっている。自然豊かな場所で、エージハイル
ハン山やグレート・ゴビなど保護地区に指定されてい
る場所が多くある。万年雪山であるスタイハイルハン
山には多くのヤクが生息している他、野生の山羊や羊、
ヒョウ、狐、狼などが生息している。この山は 2008
年に国の「聖なる山」に指定された。アイマグ域内は
山脈や砂漠、砂丘があったりと自然豊かだが鉱物資源
も採掘されている。39 種類の鉱物、37 の鉱床が確認
されている。

首府アルタイ市から北東 47km の場所にはタイシ
ル水力発電所がある。2004 年に着工し、2010 年か
ら稼働し始めた。この水力発電所のダムは高さ 50m、
幅 190m ありザブハン川の水を利用し、年間 3,700
万 kWh の電力を発電する。ここで作られた電力はゴ
ビ・アルタイだけでなく北のザブハンにも送られてお
り、近郊 8 郡の電力を賄っている。この発電所には
3450kW の大型タービンが 3 台、650kW の小型ター
ビン 1 台がそれぞれ設置されている。最新の技術で建
設され完全に自動化された発電所となる。

大相撲の第 70 代横綱である日馬富士はゴビ・アル
タイの出身。日馬富士も関わる「ハートセービングプ
ロジェクト」の活動により、ゴビ・アルタイ総合病院

に日本の中古救急車が福井県大野市から寄贈された。
日馬富士自身も人工呼吸器を寄贈するなど、故郷の発
展に尽力している。■

次回はトゥブについて No.234 でお届けする予定です。
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