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〔出所〕『アジア動向年報』アジア経済研究所 

 

 

 

１． 面 積 156万6,500㎞2 

２． 人 口 245万人（99年12月31日現在） 

３． Ｇ Ｄ Ｐ 8.9億米ドル（97年） 

４． 一人当たりＧＤＰ 376米ドル（97年） 

５． 経 済 成 長 率 3.5％（99年） 

６． 物 価 上 昇 率 10.0％（99年） 

７． 失 業 率 3.2％（99年12月） 

８． 通 貨 トグログ 

９． 為 替 レ ー ト １米ドル＝1,069.13トグログ（99年12月現在） 

10． 貿 易 額 
輸 出 
輸 入 

 
3.4億米ドル（99年） 
4.3億米ドル（99年） 

11． 外 貨 準 備 高 － 

12． 財 政 規 模 
予 算 額 
対 Ｇ Ｄ Ｐ 比 

 
2,870億トグログ（98年） 
32.8％ 

〔出所〕政府資料、ＩＭＦ資料、外務省資料等 
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第８節「新国家建設の苦悩」：モンゴル 

亜細亜大学国際関係学部 教授 

鯉 渕  信 一 

１．はじめに 

 モンゴルは1989年 12月の小さな民主化集会をきっかけに、社会主義体制から議会制民

主主義・市場経済体制への移行に踏み出して今年でちょうど 10 年目を迎えた。この間に

1990年５月には一党独裁を放棄して多党制を取り入れ、1991年１月には価格の自由化を実

施して市場経済化への第一歩を踏み出し、さらに1992年２月には新憲法を発布して社会主

義体制の放棄に至るなど劇的とも言える変化をみた。また、革命以来、全面的に依存して

いた旧ソ連からの自立、いわゆる「ソ連離れ」を実現した。しかもこの体制の大転換は流

血の惨事もない、一人の逮捕者も出さないという見事なものであった。 

 しかし、政治的民主化を果たし、ソ連離れも実現して国民の誇りは満足させたが、一方

で政治、経済、社会全般に大きな混乱を呼び起こすことになった。一時インフレ率は前年

比300％を超え、犯罪増加率も40％を超えるなど、その混乱ぶりは「危機的」とまで言わ

れた。ＩＭＦ、世界銀行、アジア開発銀行などの国際機関や日本、欧米諸国などが支援に

乗り出し、1994年頃から、その混乱は若干落ち着きを見せ始めたが、まだまだ収束したと

は言えず、ましてや安定成長といったものにはほど遠い。 

 以下、民主化以降10年間のモンゴルの国家再生への動きと現状を概観してみる。 

 

２．モンゴル社会の特質 

 モンゴルはアジアの他の開発途上国とは異質の幾つかの特徴を抱えている。モンゴル問

題を検討する場合、常にそれを念頭におく必要がある。 

 第１に、国土の広大さと人口の少なさである。国土は日本の約４倍強あるが、人口はわ

ずか245万人に過ぎない。しかも全人口の３分の１近くが首都ウランバートルに集中して

おり、国土の大半は超過疎状態にある。この国土の広大さと過少人口は、モンゴルの経済

開発はじめ種々の分野に様々な制約を課している。 

 第２に、遊牧的牧畜が産業の重要な地位を占めていることである。モンゴルは年間平均

降水量が200mmという乾燥した自然環境下にあり、また半年近くが０℃以下の寒冷地にあ

るため耕種農業は北部の一部分に限られていて、砂漠地帯を除く国土の４分の３では伝統

的な遊牧が営まれている。そして、この牧畜産業がＧＤＰの約30％を担っているという国



 －140－

である。いわば世界に類例をみない遊牧社会と都市社会が共存している国と言っていい。 

 第３に、内陸国で海港への出口を持たないことである。内陸国は少なくないが、モンゴ

ルは中国とロシアという大国の狭間で、その政治的影響を強く受けざるを得ない地理的環

境下にある。国境線はロシアと約3,500キロメートル、中国とは実に約4,700キロメート

ルにも及ぶ。そうした環境下で革命以来、国の安全保障、経済開発などを全面的に旧ソ連

に依存してきた。 

 また、モンゴルが歴史過程で商品経済というものをまったく経験したことのない国だと

いうことも、市場経済原理による国作りを目指す上での困難の一つである。 

 

３．民主化前夜－「シネチレル」運動 

 モンゴルは他の多くの社会主義国同様、長い一党独裁のもとで生産は低迷し、社会全体

が沈滞していた。そうした最中、「シネチレル（shnechlel）」（刷新）と呼ばれる改革運動

がソ連のペレストロイカの強い影響下に、第 19 回人民革命党大会（1986 年 5 月末）を契

機に開始された。経済メカニズムや管理システムの抜本的改革による経済活性化を目指し

たもので、具体的な施策としては「国有企業法」（1987 年）や「個人営業活動法」（1988

年）、「協同組合法」（1989年）などの制定・施行、中央管理機構の改革（1987年）、家畜私

有枠拡大（1987年）といったものが中心であった。 

  しかし、国有企業法は企業の自主管理幅を広げて活性化を狙ったが、実際には多くの規

制が残り、また効率的システムを目指した機構改革もソ連のそれに無理に歩調を合わせた

もので、効果はなかった。結局、党や国家の役割など政治面の改革を避けたため、当初か

ら行き詰まった。辛うじて成果をみせたのは、牧畜民の労働意欲を刺激した家畜私有枠拡

大、消費物資生産やサービス活性化に小規模ながら寄与した個人営業活動法くらいであっ

た。ただ経済効果としては見るべきものは少なかったが、一連の取り組みは国民の意識改

革面でその後の民主化、市場経済移行へ少なからぬ貢献をしたと評価していい。 

 政治改革が論じられるのは、漸く第４回党中央委員会総会（1988 年 12 月）においてで

ある。バトムンフ書記長が党の現状に厳しい批判を加え、党綱領や憲法の改正、党と国家

機関の権限分離、地方議会や党初級機関の権限強化などの政治制度改革を提起した。特に

党組織の不合理性、党員のモラルの低下、特権の集中などを指摘し、党の民主化と活性化

は経済改革に優先するとまで強調したのである。しかし、これらはソ連の改革を倣ったも

のであり、社会主義的民主化の枠を出るものではなかった。東欧激変後の1989年 12月の
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第７回党中央委総会でも、バトムンフ書記長は「改革は一歩たりとも社会主義から後退す

るものではない。」と強調していた。 

 

４．民主化運動の展開 

 

（１）流血を回避した民主化運動 

  しかし、1989年 12月 10日に開催された民主化要求集会を境に状況は一変した。300人

足らずの小さな集会だったが、これを境に経済活性化を目指して始まったシネチレル運動

は、政治的な民主化運動へと様相を大きく転換させたのである。そしてスピードの面でも

内容の面でも、ソ連のペレストロイカを大きく越えていくことになる。特に流血の惨事を

見ず、一人の逮捕者も出さずに体制を移行させた経過は、目をみはるものがあった。 

 当初、在野勢力の要求は民主化と公開性の強化、官僚主義の打破、法治国家の原則確立、

出版・言論の自由、民族の文化・伝統の尊重といったもので、ペレストロイカを「革命的

改革」と評価し、目的は党・政府打倒ではなく改革の加速化を求めるものだとしていた。

しかし、運動は急速に拡大し、党・政府との対立を深めていった。民主化集会は３ケ月後

には数万人規模となり、地方にも飛び火した。そして1990年２月18日には初の野党「民

主党」が結成されるに至り、要求も自由選挙の即時実施，憲法改正、ソ連軍の即時全面撤

収、スターリン像の撤去、指導部交代などと先鋭化していった。 

 しかし、人民革命党側は、一貫して、こうした民主化要求を「シネチレルの成果」だと

して是認し、抑圧の姿勢を取ることをしなかった。例えば前述の民主党結成は、まだ憲法

改正前で憲法違反であったにもかかわらず、政府は祝意さえ伝えた。そして３月12日の第

８回党中央委総会では党指導部の総辞職、中央委員の60歳定年制、憲法改正、複数政党制

導入などを早々と決議したのである。まだ十分、余力を残した中での決定であった。 

 また、ソ連の影響下からの離脱、いわゆる「脱ソ連」が民主化運動のスローガンの一つ

になったが、これさえも人民革命党は積極的に取り込んだ。いち早くオチルバト書記長が

訪ソして不平等の是正、ソ連軍の全面的撤収の合意を取り付けるなど（1990 年５月）、ソ

連との関係見直しを図った。ソ連の抑圧で奪われていた民族文化、例えば旧モンゴル文字、

ラマ教、チンギス汗などの復興運動にさえ積極的に取り組んだのである。 

 こうした対応は流血を回避し、また民主化が人民革命党主導のもとに着々と進んでいる

ことを内外に印象づけて、その後の人民革命党の主導権確保に大きく寄与した。 
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（２）社会主義体制の放棄 

 最初の民主化集会から５ヶ月後、早くも1990年５月には社会主義体制は維持したものの

複数政党制を盛り込んだ憲法改正を行った。そして７月には国際監視団立会いのもと、自

由選挙を実施した。選挙は結局、前述のような政策が奏効して人民革命党が圧勝した。 

 だが人民革命党は単独政権をとらず、第２、第３野党まで取り込んで連立を組み、挙国

一致内閣を発足させたのである。これによって民主化をめぐる政治闘争に一区切りをつけ、

次の段階として社会主義の放棄、市場経済移行に向けて動き出すことになった。 

 その後、人民革命党主導の連立政権の中で政治体制の転換が図られ、ついに1992年２月

には70年続いた社会主義体制を放棄した新憲法が発布された。最初の民主化集会からわず

か２年、国名も「モンゴル国」に変えて名実ともに新生国家を誕生させたのである。 

 そして1992年６月、新憲法下での第１回選挙が実施されたが、ここでも人民革命党は定

員76議席中、70議席を獲得するという大勝利を収めた。人民革命党は1996年選挙で破れ

るまで単独で政権を担うが、他の旧社会主義国の共産党がことごとく体制移行の過程で壊

滅的とも言える打撃を被ったのとは対照的であった。 

 

５．民主連合政権の政治 

 

（１）史上初の非人民革命党政権誕生 

 1996年６月に新憲法下第２回目の国政選挙が行われ、今度は一転して民族民主党、社会

民主党など４党連合による民主連合が人民革命党政権を破って政権を樹立した。ここに史

上初の非人民革命党系の政権が誕生したのである。 

 民主連合勝利の要因は、その政策への支持もさることながら、長期政権による人民革命

党の腐敗の構図が国民の批判を浴びたものだった。人民革命党は多党制導入以後も国民の

支持を得て政権にあったわけだが、優勢な情況が続いたために改革をなおざりにし、権力

の濫用や賄賂政治といった人治主義的手法を清算できなかった。一方、民主連合は、若く

清新なイメージを打ち出し、中央集権体制の解消や行政改革、汚職防止、各種規制の撤廃、

土地の私有化促進など190項目に及ぶ公約を掲げ、大胆な改革を主張して奏効した。民主

連合議員の平均年齢は37歳、閣僚の平均年齢も41歳という若さであった。 

 民主連合新政権は発足早々から大胆な改革を断行した。それは中央省庁13省を一挙に９

省にまで削減、カシミヤ原料などの輸出規制撤廃、電力、石炭など基本料金の自由化、公
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共料金の値上げなどに象徴される。その後も農産物課税や輸入関税撤廃，土地の貸借開始、

公有住宅私有化などを次々に断行した。こうした改革は避けて通れないものであったし、

ＩＭＦの支援条件である構造調整プログラム実行の面からも急がれる問題ではあったが、

動きが余りに急であったためその指導力に高い評価が生まれる一方で、経済が混乱し国民

の反発も高まった。特にその政治手法が旧政権と変わらないコネ優先の人治主義的な、あ

るいは一方的な押し付けの手法であったために、国民の不信感を高めた。 

 例えば省庁統廃合は政権発足から１週間後には法制化し、移転先決定がその５日後、そ

してその10日後には一斉移転という性急さ、しかも人民革命党人脈一掃と自派人材登用が

露骨な人事異動であった。カシミヤ原料の輸出自由化によって、国内カシミヤ企業が原料

不足で操業が危ぶまれる状況に追い込まれ、基本料金の自由化などはインフレを招き、機

構改革では行政の継続性や公務員の士気が損なわれた。トグリグが急落し、銀行での現金

取り付け騒ぎまで起こった。市場経済移行当初の混乱がやや収まりかけ、社会が安定方向

に向かっていた中での混乱であったために、国民の新政権への期待感が急速に減退した。 

 

（２）リーダーなき政治状況 

 こうした国民の不満は、国政選挙から３ヶ月後の地方議会選挙と翌1997年５月の大統領

選挙に如実に反映された。この二つの選挙では一転して、民主連合側の惨敗であった。こ

れによって国会と政府は民主連合が押さえ、大統領と地方議会は人民革命党が握るという

ねじれ現象を招いたのである。加えて民主連合内部の対立が激化して、1998年４月から１

年余りの間に首相が４人も交替するというリーダーなき政治状況となった。 

 政治混乱のきっかけは、1998年４月のエンフサイハン内閣総辞職であった。民主連合は

エンフサイハン政権発足に当たって、「国会議員の閣僚兼任は違法」との憲法裁判所判断を

尊重して全閣僚を非議員から選出した。これは民主連合の主張であり、議員が閣僚を兼任

した人民革命党政権批判の一つでもあった。しかし1998年１月、民主連合自身が国会で「議

員の閣僚兼任は合法」という決議を採択し、自らが推した非議員からなる内閣の総辞職を

求めたのである。「閣僚が非議員では、立法府と行政府の緊密な連携が十分図れない。」と

いうのが大義名分であったが、実態は大臣ポストをめぐる権力争いの観が拭えなかった。

いずれにせよ、この政変は与党内部の対立を生み、その後の政治混乱を誘引するきっかけ

となった。 

 1998年４月、エンフサイハン退陣を受けてエルベグドルジ民族民主党党首が首相に選出
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されが、同内閣は在任わずか３ヶ月で銀行の不良債権処理問題に端を発した混乱で総辞職

した。大量の不良債権を抱えて経営破綻した国営の復興銀行を民間のゴロムト銀行に強引

に吸収合併させたことが発端であった。吸収合併の決定自体は政府自身によって撤回され

たが、ここでも結局、与党会派から離反者が続出して内閣が潰れた。 

 エルベグドルジ政権退陣後、後任首相候補が大統領の承認を得られず、５ヶ月にわたっ

て首相不在という異常事態が続いた。11回にわたって、議会が提案した首相候補を大統領

が拒否したのである。政治のねじれ現象が招いた結果であった。結局、12月９日にナラン

ツァツラルト（民族民主党）が首相に選出されたが、同首相も与党内部の離反で在任７ヶ

月の短命で退陣に追いやられた。同首相が、政府や国会などにはからずロシア側にエルデ

ネット鉱山のロシア側持ち株分を民間会社に売却することを承認する書簡を送ったことが

追求されたのである。株の一部がマフィアの手に渡っているといった情報が流れたりして、

９閣僚中７閣僚が辞任してしまい1999年７月に総辞職を余儀なくされた。 

 新首相にはアマルジャルガル前外務大臣が選出された。新内閣は法務大臣を除く全閣僚

を残留させ混乱を食い止めようとしたが、次々と首相が交替するという不安定な政治状況

の中で国民の厳しい批判を受けながらの政権発足であった。 

 モンゴルの政治は、このように不安定な状態が続いている。しかも2000年７月の次期総

選挙を控えて与野党の対立のみならず、与党会派内の分裂、各党内の派閥争いが複雑に絡

んで政治を一層複雑化させ、さらに新党結成や小政党の合従連衡が進んで混沌とした状況

になっている。 

 

６．経済再建の苦悩 

 

（１）市場経済移行の混乱 

 モンゴルは 1990 年５月の多党制による総選挙と人民革命党主体の連立内閣発足を受け

て、政治闘争に一応の区切りをつけ、市場経済移行への本格的な取り組みを開始した。 

 1990年 12月に国家小会議において「市場経済移行プログラム」が採択され、翌1991年

１月15日に市場経済移行への第１段階として、まず主要35品目（同年９月に17品目，1992

年３月に９品目に削減）を除く価格の自由化措置が取られた。価格調整や給与所得、銀行

預金などを２倍にするといった措置が同時に取られたが、事前の告知もなく突然のように

実施されたため混乱と急激なインフレを呼び起こした。 
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 その後、経済政策はＩＭＦの横造調整プログラムに沿って市場経済移行に向けて、様々

な急進的政策が取られていくことになる。価格自由化に続く重要措置には「国有財産民営

化法」の制定がある（1991 年５月）。そのほか 1991 年に税法（１月）、資源利用法（同）、

印・関税法（同）、銀行法（５月）、企業法（同）、破産法（６月）などの法整備、貿易、為

替の自由化などが短期間のうちに積極的に進められた。 

 国有財産民営化法は全国民に1万ﾄｸﾞﾘｸﾞ分のバウチャーを配布し、それを媒介にして国

民に国有財産を引き取ってもらおうというものであった。一種のショック療法であった。

国民に市場経済に対する十分な知識も準備もない中で、しかもインフラ整備も経営改善の

措置も取られないまま急激に進められたために、当初は大きな混乱を引き起こした。 

 しかし混乱しつつも、1994年末現在でバウチャー配布率は99.5％、商業・サービス部門

のほぼ 100％、家畜の 90％の私有化が完了し、株式会社 466、有限会社 1,297、協同組合

1,907、個人事業者 350 が生まれ、そしてこれら民営機関がＧＤＰの 50％余りを生産する

に至ったと発表された。その後大規模企業体も次々と民営化が進んでおり、1999年末現在

ではＧＤＰの68.3％を民営企業が占めるに至っている。 

 だが個別企業の民営化は進んだが、その一方でこれまで国が担ってきたインフラ部分、

例えば流通システムや金融システムは放棄されたままであり、市場は依然として機能的に

動かず、経済の混乱が続いている。 

 

（２）旧ソ連・コメコン枠組み崩壊の衝撃 

 経済的困難をもたらした要因は上述の市場経済移行に伴うものが一つだが、直接的最大

の要因は旧ソ連、コメコン諸国の枠組み崩壊による援助停止や貿易の激減にある。 

 モンゴルはこれまでコメコン諸国に畜産品及び地下資源を提供し、その見返りに様々な

物資、機械・設備、技術の提供を受けてきた。いわゆる「社会主義的国際分業」によって、

モンゴル自身は紙一枚、釘一本作らずにやってきたのである。またモンゴル経済はＧＤＰ

比30％余りに及ぶ援助で成り立っていたが、その援助の90％余は旧ソ連、残りは東欧諸国

からのものであった。 

 貿易を見ても旧ソ連依存体質がよく分かる。旧ソ連に銅、モリブデン、畜産品などを輸

出し、旧ソ連から石油はじめ各種原材料、機械、設備、消費物資を輸入していたが、その

シェアは 1980 年代、ほぼ一貫して貿易総額の 80～85％を占めていた。この他のコメコン

諸国を加えると、社会主義圏シェアは実に95％にも達していたのである。 
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 こうした中での「ソ連離れ」、ソ連・コメコンの崩壊である。モンゴル自身が「脱ソ連」

を求めた立場であったが、そのダメージは実に大きかった。例えば、100％旧ソ連に頼って

いた石油が1990年には計画の60％ほどしか供給されず、1991年には40％近くにまで激減

した。機械やスペア･パーツなどの供給も同じような状況に陥った。その結果、燃料不足で

石炭生産が落ち込み、輸送が停滞して発電所の発電能力が低下した。電力がないので工場

が動かない、部品がなくて修理もできない、ガソリン不足で小麦の収穫もできないなどと

いった悪循環が生じて、経済が麻痺状態に陥ったのである。市場経済移行期当時の経済の

低落状況は、図表２、図表３に見るとおり実に厳しいものであった。 

 

（３）国際支援とマクロ経済の安定化 

 こうした状況の中で、モンゴルは新たな対外関係の構築を迫られた。これまで疎遠であ

った西側諸国との関係を強化し、ＩＭＦや世界銀行、アジア開発銀行など国際経済協力機

関への加盟によって危機の打開を目指したのである。 

 1991年９月、日本のイニシアチブによって第１回モンゴル支援国会合が東京で開催され、

モンゴル支援の枠組みが出来上がった。越冬もままならないという状況の中で、第１回会

合では緊急援助的意味合いの濃い短期的援助が中心となったが、第２回目以降は緊急支援

から徐々に体制移行への支援、自立のための経済基盤構築支援へと性格を変えつつ、現在

まで国際支援が続いている。 

 国際支援はドナー数、金額ともに年々拡大した。ちなみに1990～94年の支援額累計は5

億 1,600万ドル（承諾ベース）であったのが、第５回会合で２億1,000万ドル、第６回会

合（1998年）で２億5,000万ドル、1999年の第７回会合では総額３億2,000万ドル（表明

額、18ヶ月間）の支援が約束されるに至っている。モンゴルのＧＤＰはほぼ10億ドル（名

目）という水準であることを考えれば、相対的にみていかに大きな支援額であるかが分か

る。このうち日本の援助は全支援累計の３割を占めており、1998年３月までの累計で無償、

有償、技術協力を合わせて800億円に達し、国際機関・二国間を通じ最大ドナーとなって

いる。 

 こうした国際支援を背景に強力な経済安定政策が実施された結果、1994年を境にモンゴ

ル経済はマクロ面でみるとプラス成長に転じ、一応回復の兆しを見せ始めた。図表２でみ

るようにＧＤＰは一貫してプラス成長を維持しており、インフレも沈静化するなど好まし

い展開を見せている。 
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（４）低迷続く製造業部門 

 しかしＧＤＰがプラス成長に転じたとはいえ、それは農牧畜業と一部鉱物産品、サービ

ス産業に支えられたもので、内実をみると問題は山積している。例えば、ＧＤＰの産業別

シェアは通常の発展パターンとは逆の第１次産業シェアが増大し、第２次産業シェアが減

少するというパターンになっていて産業の活性化に十分つながっていない。 

 またＧＤＰの37％を占め、かつ成長を支えている農牧畜業部門にしてもその内実をみる

と、家畜が増加して牧畜部門が順調な伸びを示しているのに対して、耕種部門は都市部近

郊の野菜を除いて低迷している。主要作物である小麦の1999年収穫量は、市場経済に移行

直前の 1990 年と比較して４分の１ほど、家畜飼料は 12％にしかすぎない。増加著しい家

畜についても子細にみると、ヤギの増加だけが目立っている。 

 鉱工業部門も銅精鉱、モリブデン精鉱、金採掘などの一部鉱業部門は順調な伸びを示し

ているが、製造業は惨憺たる状況である。1999 年の鉱工業生産状況を 1990 年と比較する

と、電力は66.8％しか生産されておらず、同様にセメントは27％、石灰48.1％、絨毯29％、

製パン23％、板材に至っては実に３％という有様である。また家畜の増加にもかかわらず

食肉生産は20％、毛織物は16％、乳製品は僅か３％である。 

 こうした製造業不振には多くの原因があるが、特に政府が企業活動を支援する具体的な

政策も予算も持たないこと、また金融システムの不備、銀行の脆弱性などが大きい。銀行

は大量の不良債権を抱えて企業活動を支えられないばかりか、最近１年間に６銀行が倒産

している状況である。 

 

７．おわりに 

 以上見てきたように、新生国家建設に向けたモンゴルの 10 年の試みは、多くの困難を

抱えつつ進められてきた。問題はまだまだ山積している。目まぐるしい政権交代にみられ

る政治の混乱、汚職、貧富の差の拡大、犯罪の増加等々の現実を前に、国民の政治不信も

高まっている。1999 年 11 月に国会とＵＮＤＰモンゴル駐在事務所などが合同で世論調査

を実施したが、それによると「汚職が蔓延している」が 48.8％あり、「かなりの程度広が

っている」を加えると、実に93％の国民が何らかの形で「汚職がある」と認識していると

いう驚くべきものであった。この数字は政治への不満の表明でもあろう。 

 しかし、僅か10年の実績をもって新国家建設の評価を下すのは時期尚早であろう。モン

ゴル社会は確実に大きな変貌を遂げつつある。経済の安定成長にはほど遠い観はあるが、
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数値に表しにくい国民の政治意識、市場経済理解などは確実に高まっていることは断言で

きる。もちろん一方で、一向に変化しないものも、失ったものも少なくない。 

 いずれにせよ、欧米的でもない、旧友好国・ロシア型でもない、モンゴル独自の国作り

が目指されており、直面している困難もまた、モンゴルならではのものも少なくない。遊

牧を基盤とした国家は世界的にも稀である。モンゴルがどのような国家を築いていくのか、

文明史的にも興味深いものがある。 
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（質疑） 

 

［  原  ］ 体制が変わっても、モンゴルにとっては対ロシア、対中国関係が極めて重

要だと思うのだが、現在はどういう関係にあるのか。 

［ 鯉渕 ］ おっしゃる通り、決定的に重要な関係にある。これは過去もそうであった

し、近い将来に変わるとも思えない。 

 モンゴルは建国以来、中ソ両国の政治的思惑、力関係で自国の運命が決定づけられてし

まうという宿命を背負わされてきた。一方、中ソ両大国にとってモンゴルは戦略上の角逐

の場でもあった。中ソ蜜月期と言われた時期でさえも、表面はともあれ、基本的にその構

図には変化はなかったと言っていい。 

 そうした中でモンゴルは一貫してソ連寄りの立場を取り、中国とは対立関係（1950年代

の約 10 年間を除いて）にあったわけだが、1986 年７月の中ソ和解を呼びかけたゴルバチ

ョフのウラジオストック演説を境に中・ソ・モ三国関係は大きく変化した。1987年には中

モ両国間の懸案であった駐留ソ連軍の撤収が始まり、1988 年には 20 年間途切れていた北

京＝ウランバートル間の定期航空路が再開され、更に1990年には国家元首としては28年

振りにオチルバト大統領が訪中するなど両国関係は急速に改善された。その後、「脱ソ連」

の動きやソ連自体の激変を受けて、中モ両国は交流を深め、モンゴルにおける中国の存在

が高まった。例えば10年前、貿易全体に占める中国の比重は僅か２％程度であったのが、

1999 年には対輸入は 17％、輸出は実に 58％を占めるに至った。また直接投資も件数、金

額ともに第１位を占めており、累計額は全体の25％を占めている。外交面でもソ連一辺倒

から対中・ロ等距離外交に転換した。両国との間にそれぞれ対等かつ平等の「友好協力条

約」を結び直し、いずれにも偏らないモンゴルの立場を確立した。 

 ただこうした中国の存在の増大に対して伝統的な対中警戒感も高まり、1992年ころから

はロシアとの関係再構築も進んでいる。ちなみにモンゴルは現在、「対外政策の指針」

（1994年、国会決議）を外交の基本に据えているが、それによればロシア，中国との等距

離の友好協力を第一義におき、第２に日本や欧米との関係発展、更にアジア諸国との関係

強化を図るとしている。 

［ 小島 ］ 現在、中国では草原の劣化が大きな問題になっている。1950年代のいわゆ

る「合作化」で牧地の農地転換を進めたり、また遊牧民の定着化を進めたため、狭い地域

での過放牧状態となって草原が劣化し砂漠化が進んでいる。モンゴルの家畜の急増は、そ
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うした問題を引き起こしていないのか。 

［ 鯉渕 ］ モンゴルでも部分的には草原劣化はすでに始まっている。モンゴル草原の

家畜包容力はどのくらいなのか、定着型牧畜は可能なのか、農耕はどれくらい可能かなど

といった論議もなされてはきたが、結論の出ないままに放置されている。 

 社会主義時代、国営農場が作られソ連型の大規模農業が取り入れられて大々的に開墾事

業が展開された。その耕地の大部分は現在、荒れ果てたまま放置されている。モンゴルの

寒冷で乾燥した環境下では、大地は一度掘り返されると容易に雑草さえ生えず、そこから

荒地化が拡大してしまう。 

 家畜の急増も手放しでは喜べない。1999年の家畜数は1970年、1980年代と比べて40％

前後の増加、つまり約900万から1,000万頭も増加した。社会主義時代は家畜数2,500万

頭を目標にしていて一度も達成できなかったのだが、自由化した途端に急増したのである。

しかし、そのうちの70％余がヤギで占められた。カシミヤが現金化しやすいため生じたこ

とだが、ヤギは羊と違って草を根こそぎ食べて草原を破壊するというので、モンゴルでは

伝統的に羊の群れの中に数頭飼う方式が取られてきた。また雪害、冷害にも弱いという。 

 今年の冬から春にかけて、モンゴルでは大雪で300万頭に及ぶ家畜が死んだが、これも

家畜の急増、草原の劣化と無関係ではない。 

［ 柳原 ］ 広大な地に互いが遠く離れて生活する遊牧社会の共同体というものは、ど

んなものなのか。社会主義時代とそれ以前、そして現在ではどんな違いがあるのか。 

［ 鯉渕 ］ 伝統的な遊牧社会の共同体組織には「ホトアイル」というものがある。家

族・親類縁者、仲間同士で寄り集まったものが多いが、互いに特長を生かし合おうと組織

されたり、力のある者に依存する者があったり、形は様々である。いずれにせよ共に遊牧

する基本単位である。ホトアイル、つまり遊牧単位自体は自然環境、遊牧の性格からむや

みに肥大化はできないが、経済力のあるホトアイルが弱い者を吸収することで大きな共同

体組織を生んだ。 

 社会主義時代はこのホトアイルを解体して、すべての遊牧民をネグデルという協同組合

に組み入れた。遊牧民はネグデルのメンバーとして、「お前は羊飼い」、「お前は馬飼い」と

いうように分業方式で役割分担を与えられて牧畜に携わったのである。社会主義崩壊後、

ネグデルが解体されてホトアイルが復活し始めている。しかし、まだホトアイル同士を結

びつける有効な組織が生まれていないというのが現状だ。遊牧民個人では余りにも弱い、

ネグデル的な役割を担う組織が必要だと思う。 
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［ 絵所 ］ 遊牧社会を市場経済化するということは、実際、可能なのだろうか。第一

に、土地の所有権そのものが成立するのだろうか。 

［ 鯉渕 ］ 確かに遊牧は今のところ、市場経済の中で十分機能しているとは言い難い。

また遊牧社会が土地所有観念が極めて希薄だというのもそのとおりである。 

 遊牧は土地にしがみついていては成り立たない。たとえ50キロメートル四方の土地を所

有したところで、そこを柵で囲んでは生きられない。自分の50キロメートル四方の土地が

旱魃で草の成長がなければ、雨の降ったところに移動しなければならないし、大雪になれ

ば雪の少ないところに移動する。互いに所有権を主張していては自分の首を締めることに

なってしまう。そこで土地は「天からの借りもの」、つまり共有のものと考えるわけだ。 

 また遊牧は「移動すること」で成り立つ生業だから、モノを貯め込んでは生活が不便に

なるだけだ。だからモノを持つこと、蓄積することにあまり価値を置かないということは

ある。しかしそうは言っても、ヤギの急増で分かるように遊牧民にも欲はある。自給自足

率が極めて高い生業ではあるが、モノを買うには現金が必要であり、教育にも金はかかる。 

 市場経済の中に遊牧民をどう取り込んでいくかということは、遊牧民が個々に参加する

というのは非効率だし、実態として困難だろう。家畜が大幅に増えているのに工場での乳

製品や食肉加工が低迷しているのは、遊牧が市場経済の流通システムの中で機能していな

いことを示している。ホトアイルを基盤にして、協同組合のような組織を作って参画する

ことで市場経済の一翼を担うことは可能だろう。また遊牧は基幹産業でもあり、その遊牧

を市場経済の中で機能させなければ、モンゴルの市場経済化は完成しないと言っていい。 
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図表１ 基礎統計   
 1990年 1991年 1993年 1994年 1996年 1998年 1999年 

人口 （1000人，年末） 2,149 2,187 2,250 2,280 2,353 2,423 2,457 

消費者物価上昇率（％） － 52.7 183.0 66．3 53.2 6.0 10.0 

失業者数（1000人、年末） － 55400 71900 74,881 55,400 49,800 39,800 

為替相場（1㌦=ﾄｸﾞﾘｸﾞ、年末） － 40.00 396.51 413.53 693.40 902.00 1070.80 

〔出所〕 『モンゴル経済、社会統計』モンゴル国家統計局、2000年2月、及び統計局各年版資料より作成 

 

 

図表２ 主要経済指標 
 1991年 1992年 1994年 1996年 1997年 1998年 1999年 

ＧＤＰ成長率（％） -9.9 -7.6 2.3 2.6 4 3.5 3.5 

工業総生産（10億ﾄｸﾞﾘｸﾞ、95年価格） 240.8 204.7 184.7 205.2 226.9 234.3 237.0 

工業総生産成長率（％） -12.8 -14.9 3.7 -2.5 4.4 3.3 1.1 

投資（10億ﾄｸﾞﾘｸﾞ、名目） 4.0 5.3 62.2 148.1 193.3 198.5 195.5 

国家歳入（10億ﾄｸﾞﾘｸﾞ） 6.1 113 86.1 86.1 159.2 227.3 259.4 

国家歳出（ 同上 ） 8.9 12.4 101.3 174.2 284.1 324.8 344.4 

 財政収支（ 同上 ） -2.8 -1.1 -15.2 -15.0 63.4 97.5 -85.0 

貿易総額（100万ドル） 708.9 806.7 625.9 875.2 919.8 848.4 761.4 

 輸 出 （ 同上 ） 348.0 388.4 356.1 424.3 451.5 345.2 335.6 

 輸 入 （ 同上 ） 360.9 418.3 258.4 450.9 468.3 503.3 425.8 

 貿易収支（同上 ） -12.9 -29.9 97.7 -26.6 -17.2 -158.1 -90.2 

総家畜数（100万頭） 25.5 26.7 26.8 29.3 31.3 32.9 33.5 

 子家畜育成数（100万頭） 9.6 8.7 8.6 9.0 9.5 9.9 10.2 

 出生数に対する育成率（％） 93.8 83.7 94.2 92.7 94.6 90.4 90.5 

〔出所〕 図表１に同じ。 

 

 

図表３ 主要工業生産状況 
 1990年 1992年 1994年 1996年 1997年 1998年 1999年 

電    力    （100万ｋｗｈ） 2814.2 2357.8 2122.7 2046.7 2078.1 2105.4 2239.1 

石    炭    （１０００ｔ） 7157.0 5977.8 5012.4 5110.6 4951.2 4698.0 4952.8 

  金        （ｋｇ）     － － 1789.5 6976.4 8451.0 9531.4 10246.2 

銅 精 鉱     （１０００ｔ） 354.0 300.2 343.3 351.5 454.2 358.4 361.9 

モリブデン精鉱  （ｔ） 4208.0 3500.0 4396.0 4684.0 4129.2 4240.0 4157.0 

セ メ ン ト    （１０００ｔ） 440.8 132.5 85.8 106.0 111.6 109.0 103.5 

赤 レ ン ガ   （100万個） 110.9 39.1 27.3 20.3 14.5 17.9 17.0 

絨    毯    （1000ｍ） 1971.2 1037.0 681.5 667.0 643.6 587.7 628.6 

フェルト      （１０００ｍ） 745.1 494.8 107.7 96.2 75.0 102.6 136.8 

梳毛カシミヤ   （ｔ） 240.1 97.6 232.1 517.0 330.8 502.1 612.5 

小 麦 粉     （ｔ） 189.8 181.9 124.3 92.3 68.0 68.9 67.3 

食肉加工     （１０００ｔ） 54.3 24.7 11.3 8.5 7.5 6.7 12.0 

肉 缶 詰     （ｔ） 1108.5 568.9 243.1 339.2 650.8 322.0 71.9 

家畜飼料     （１０００ｔ） 119.1 82.7 33.7 19.1 14.9 15.0 13.9 

〔出所〕 図表１に同じ。 
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