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モンゴル経済トピック（２０１２年 4 月）

今月の主なトピック

                                                                  

                                詳細は各項目を参照

                                

１．経済

 エルベグドルジ大統領は 3 月 28 日から 4 月 1 日までドイツを公式訪問した。

訪問中の主な出来事は次の通り。

○ モンゴル・ドイツ共同経済委員会会合が開催され、エルベグドルジ大統領が

参加した。進行役はモ・独経済委員会の Shultz ドイツ側代表、エネビシ・モンゴ

ル側代表が務めた。同会合の成果として、次の覚書が締結された。

・モンゴル道路・運輸・建設・都市計画省及び独 Ferroshtal 社間の「タイシルア

ルタイ」水供給プロジェクトの実施に関する覚書

・モンゴル MCS 社、Petrovis 社及び独 Lurgi 社間の石炭液化技術の供給に関

する覚書

・モンゴル Tsetsens Mining 社、Energy Resources 社、独 GTLF1 社間、Lurgi 社

間の GTLF1 技術による石炭液化プロジェクトに係る協力に関する覚書

・モンゴル MCS 社、Petrovis 社及び独 Siemens 社間の石炭液化工場における

気化技術導入に関する覚書

○ 鉱物資源開発分野における戦略的パートナーシップを締結し、次の覚書を締

結した。

・モンゴル政府及び独 Tyssen Krupp Ude 社間の石炭液化による燃料生産プロ

ジェクトに関する覚書及び鉱物資源、産業、技術分野における協力に関する覚

書

・モンゴル産業コーポーレーション及び独 Tyssen Krupp Ude 社間の石炭の液

体化技術に関するライセンス契約

・モンゴルレアアースコーポーレーション及び独 Tyssen Metallurgical Products

社間の「ハルザンブレグデイ」レアアースプロジェクトにおける協力に関する覚

書

 エルベグドルジ大統領のドイツ訪問において、ドイツとモンゴルの民間企業が石

炭液化における協力に合意（経済）

 ガソリン価格の下落（経済）

 モンゴル銀行が政策金利を 0.5％ポイント引き上げ（経済）
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・モンゴル鉱物資源・エネルギー省及び独 Tyssen Krupp 社間の鉱山分野にお

ける人材育成に関する覚書

○ F.Rosler ドイツ副首相兼経済技術大臣がエルベグドルジ大統領を表敬した際、

両者はエルデネス・タバントルゴイ社の国際証券取引所での IPO に関する協力

契約、火力発電所プロジェクトにおけるタービン供給契約に署名を行った。

（UN31、UN2、MT2）

 鉱業発展地域における「新鉄道整備」プロジェクトが５月から本格的に開始され

ることになった。オハーホダグ－ガショーンソハイト, オハーホダグ－タバントル

ゴイ, タバントルゴイ－サインシャンド間の鉄道が整備される。プロジェクト実施

に当たり、新鉄道会社「国家鉄道基礎インフラ」社が設立され、5 億 1800 万トグ

ログの融資が政府基金から支出される見通し。（UN2）

 3 月 26 日、モンゴル・ロシア合弁会社であるウランバートル鉄道社の幹部定例

会において、双方は、資本金を 1 億 2500 万米ドルずつ引き上げることで合意し

た。（MT2）

 Petrovis, Just Oil 社は 3 日からガソリン燃料の販売価格を 100 トグログ引き

下げ、ガソリン A92 種は 1 リットル当たり 1580 トグログとなった。（MT4）

 オランダの Trafigura 社はゴロムト銀行の株式 5.02％を 212 億トグログ

（1590 万米ドル）で購入したことを発表した。（SH5）

 香港証券取引所ホームページによると、ペトロビス社は所有する

Mongolian Mining Corp 社のシェア（11.4％）のうち 2.2-2.3％（8300 万

-8600 万株）を 1 株当たり 7.35-7.65HK＄で売却した。3 月 22 日～27 日の

間、Macquarie 銀行（豪）は、ペトロビス社から株を購入し、証券取引所

において売却した。（SH5）

 3 日～6 日、エルベグドルジ大統領はキルギス共和国を公式訪問した。4

日、次の覚書等が締結された。

-モンゴル食糧・農牧業・軽工業省及びキルギス農牧業省間農牧、食糧分

野における協力に関する覚書

-モンゴル外交貿易省及びキルギス外交貿易省間了解覚書

-モンゴル安全保障評議会及びキルギス防衛評議会間協力に関する議定書

（MT5）

 2011 年度の対モンゴル外国直接投資額は 38 億米ドルとなった。うち 80％

以上は鉱山開発分野への投資であり、オヨー・トルゴイ銅・金鉱床開発プ

ロジェクトへの投資額が 24 億米ドルと最高額であった。タイの Banpu 社

がフンヌ・コール社を 4 億 9300 万米ドルで、エナジー・リソース社がバ

ローン・ナラン・コークス炭田を QGX 社から 4 億 6400 万米ドルで購入し

たのが最大規模の取引であった。（ZM9）

 モンゴル・ロシア間ビジネス会合の際にロシアのベロレチェンスコイエ社

がモンゴルの NVTS 有限会社と協力し、モンゴルに 7200 万個の卵を輸出す
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ることを決定した。（MM10）

 国家統計局は 3 月の統計を発表した。

・消費者物価指数は前月比 2.2％増（前年同月比 15.3％増）

・マネーサプライは 6485 億トグログ。前月比 253 億トグログ減（前年同

月比 22％増）

・貿易高は 23 億 4170 万米ドル（うち、輸出額 8 億 8380 万米ドル）

・工業生産額は 4606 億トグログ（前年同月比 8.9％増）（UN11）

 モンゴルの経済政策・競争力調査センターは世界競争力連盟に加盟した。

現在、同連盟には 30 ヶ国が加盟している。（ZM11）

 11 日の定例閣議において、国家大会議が政府に与えた権限の一環として、

石油分野で活動する国内企業を対象に税優遇措置をとることについて審議

し決定を出した。（MT12）

 10 日、モンゴル・フランス外交・貿易省間の政務・経済評議会がパリで

開催された。（MM12）

 11 日、モンゴル商工会議所、関税庁、行政監察庁間で貿易支援に関する 3

者間協力契約が締結された。電子窓口システムの導入、食料品及び主要製

品の安全性の強化、偽造品対策、通関検査コードシステムの導入等の事業

において協力する。（UN13）

 13 日、トルコ共和国アンカラ市において、モンゴル・トルコ外務省間第３回協議

会が開催され、両国関係の現状について話し合いが行われた。また今後、両国

政治関係をレベルアップし、経済分野では農業モデル組合、総合観光案内施設

の建設、イスタンブール－ウランバートル間直行便の運航等について話し合い、

意見交換した。協議会開催中にモンゴル・トルコ経済・貿易共同委員会第 7 回

会議が開催され、2012 年～2014 年に実施予定の公式訪問について決定した。

（UT17）

 17 日、モンゴル銀行（中央銀行）幹部会が開催され、政策金利を 0.5％ポ

イント増加させ 13.25％にすることを決定した。また、法定預金率を 1％

増加させ 12％にすることが決定した。3 月時点で物価指数の上昇によるイ

ンフレは国家レベルで年間 13.5％に達している。インフレに影響を与え

る食肉・肉製品の価格は年明けから 52％上昇している。食料品以外の製

品、サービス価格は 7.1％上昇した。（UN18）

 バトボルド首相の招待でケント公マイケル王子がモンゴルを訪問した。17

日、同王子はウランバートル－ロンドン間の直行便運行を企画中のチンギ

ス・エアウェイズ社を訪れた。（SH18）

 24 日、ザンダンシャタル外交・貿易大臣をはじめとする一部の議員等が

「戦略的企業における外国投資の調整に関する法」案を提出した。

（SH25）
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２．経済協力

 3 月 30 日、ADB は 2016 年までのモンゴル国道路開発計画「モンゴル国道路

分野開発 2016」報告書を発表した。ADB はモンゴルにおいて 2016 年までに

次の事業を実施する決定であると発表した。                                

-バス専用道路を普及し、市内とゲル地区を結ぶ事業（5 億米ドル）                       

-西部地域道路開発事業 （1 億 7 千万米ドル）                                            

-アルタンボラグからザミーン・ウード までの南北幹線道路整備事業 （2 億 5

千万米ドル）（UN2）

 KOIKA と鉱山開発再生コーポレーション（MIREKO）が協力し、2011 年から実施

してきたモンゴルにおける鉱山開発による汚染測定調査及びデータベース作成

計画の一環として建設された鉱山開発による汚染測定研究室が稼動を開始し

た。（ZM2）

 ドイツ復興金融公庫のソフトローンによりダルハン火力発電所に 35MW の新タ

ービンジェネレーターを設置する「エネルギー効率１」プロジェクトの開所式が行

われた。新タービンジェネレーターの設置によって当火力発電所の発電能力が

35MW 上昇し、50 年間使用できることとなる。年間生産電力量は４億１５００万ｋ

Ｗ/h になる。（MT3）

 JICA は、ワクチン保管用の冷蔵庫２７０台をモンゴルの医療機関に寄付するこ

ととなった。（ZM3）

 3 日、独ブンデスヴィーアの無償資金協力により、軍事病院に分子生物学・免

疫学研究所が設置され、 2,200 ユーロの機材が寄付されることに関連し、同研

究所の引き渡し式が行われた。（UN4）

 モンゴル国大蔵省と中国輸出入銀行間において締結される「農業小型トラクタ

ー購入プロジェクト」特別ローン協定締結に係る署名権がハヤンヒャルワー大

蔵大臣に与えられた。（MT5）

 中国政府のソフトローンでアルハンガイ県に食肉加工工場及び粉ミルク工場を

建設することとなった。2012 年～2015 年の間に食肉加工工場を建設し、一日

当たり大型家畜 1000 頭、小型家畜 80 頭の肉を加工することができることとな

る。エルデネボルガン郡及び県庁所在地に建設予定の粉ミルク工場では 1 日

30 トンの生乳を加工し、年間 400 トンの粉ミルク、100 トンのバター、80 トンの

アールツ（発酵乳製品）を製造する予定。（MP6）

 5 日、韓国の無償資金協力により、モンゴル国家統計分野において、2012 年に

実施するプロジェクト「統計データベースマネジメント、サービスシステム」の開

会式が行われた。本プロジェクトでは、統計オンラインシステムの構築と普及事
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業を実施する。本プロジェクトはモンゴル国家統計局が韓国統計局及び Nurim 

Soft 社（韓国）と共同で実施する。（UN6）

 食糧・農牧業・軽工業省の農牧支援基金と日本の研究機関が協力し、ダル

ハンオール県で羊毛断熱材工場を建設する予定。食糧・農牧業・軽工業省

によると、同工場では日本の建築基準を満たした製品を生産するという。

（UN6）

 モンゴル保健省と韓国保健・社会福祉省間協力による「ソウル」計画の実施に

向けた両国保健副大臣レベルの協議会が開催された。同協議会において、ツ

ォルモン・モンゴル保健副大臣とソン・ゴンイグ韓国保健・社会福祉副大臣との

間で両国医療機関間協力に関する覚書の署名が行われた。（MM9）

 国家開発改革委員会は国際機関の MercyCorps と協力し、「イノベーションクー

ポン券」計画の実施を先月から開始した。第 1 段階においてはアルハンガイ県、

バヤンホンゴル県、バヤンウルギー県、ゴビアルタイ県、ゴビスンベル県、ドル

ノド県、ドンドゴビ県、ザブハン県、ウブルハンガイ県、ウムヌゴビ県、スフバータ

ル県、ホブド県、フブスグル県、オブス県等 15 県からプロジェクト案を受け付け

る。（MP12）

 メンドサイハン国家統計局長とスイス開発エージェンシー関係者間で個人

鉱山開発業者の統計・登録に関するプロジェクト契約の署名が行われた。

（NT13）

 北朝鮮金日成主席生誕 100 年を記念し、在モンゴル北朝鮮大使館はトゥブ県

アルタンボラグ郡の学校教室を改修し、5 日、同大使館関係者は学校側に教室

の引き渡しを行った。本校は 1960 年に北朝鮮建設者によって建設されたもの。

（US16）

 ハヤンヒャルワー大蔵大臣、ツェヴェーンジャブ関税庁長官,インド共和国特別

課税・関税センター及びパンディ在香港インド関税領事は協力事業実施契約に

署名した。両国関税機関の協力事業枠内でモンゴル税関の IT 職員、税関検査

員のインド研修の他、モンゴルにおいてインド税関専門家の指導による研修を

実施する予定。（UN16）

 ADB は今後 5 年間におけるモンゴルに対する協力事業新戦略を作成した。本

戦略に基づき、モンゴル国経済の多様化、経済的不均衡等の削減事業実施に

対して ADB は７億４千万ドルを支援する予定。本支援はインフラ、地域開発、

水供給、教育、保健・医療等の公共サービスのアクセス向上に向けた政府事業

に優先的に使用される予定。（UN18）

 25 日、定例閣議において、モンゴル政府と JICA 間で締結された社会セク

ター支援ローン第 2 フェーズの契約承認に関する法案を審議し、同法案を

国家大会議に提出することを決定した。第 2 フェーズでは約 2000 万米ド

ルのローンを借り入れることとなる。（ZM26）
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 ワシントンで 4 月 19 日～22 日に開催された IMF、世界銀行スプリング・

ミーティングにハヤンヒャルワー大蔵大臣一行が参加した。ハヤンヒャル

ワー大臣は世界銀行及び IMF 関係者と会談し、モンゴルの経済成長状況、

今後の協力事業について意見交換を行った。（MT27）

３．金融

 ハス銀行は 3 億米ドル相当の社債を 4 月中に国際市場で発行する予定。同行

のサポート銀行としてシンガポールの Singapore Stock Exchange 銀行を選定し

た。（SH2）

 E-Trans 社が 60％、ルクセンブルク投資基金が 34％を所有する E-Trans 

Logistics 社は 24 日、4620 万株を 1 株当たり 100 トグログでモンゴル証

券取引所において新規株式公開する。（UN23）

 中国の CHALCO 社はモンゴルで活動している Winsway Coking Coal 

Holdings 社のシェア 30％を購入する交渉を行った。（AR25）

 モンゴルでタングステン鉱床を所有する Eumeralla Resources 社は 5 月 3

日にオーストラリア証券取引所において新規株式公開することを決定した。

（UN30）

４．鉱物資源

 1 日、中国の CHALCO 社がトロント証券取引所に登録されている South

Gobi Resources 社のシェア 57.6％を 8 億 9100 万米ドルで買収することが

公表された。また、CHALCO 社、South Gobi Resources 社間で 2 年間に亘

り CHALCO 社が South Gobi Resources 社の採掘した石炭の販売を行うとと

もに、電力分野において協力することに関する契約が締結された。

（UN3）

 オーストラリアの大手鉱山企業である Black Ridge Mining 社がウランバ

ートルから西 80ｋｍにおいてレアアースの鉱床を発見したことが報道さ

れた。同社はレアアースを採掘してウラジオストク経由で米国、日本、韓

国、インドなどの国々に輸出する予定。また、オーストラリアの

Guildford Coal 社はドンドゴビ県においてレアアース鉱床を発見した由。

（MT6）

 11 日、定例閣議において、「エルデネス・タバントルゴイ」社の株の国民

への配布及び民間企業への売却に関する閣議決定が行われた。閣議決定で

は、2011 年第 98 号閣議決定に基づいて国民の所有株数を 536 株増やすこ

と（計 1072 株）、2011 年 3 月 31 日から本閣議決定が施行される日までに

生まれた新生児に 1072 株を配布することになった。また、国家大会議

2011 年第 53 号決議に基づき、人間開発基金から 100 万トグログの現金を

受け取る申請をした高齢者及び障害者、2010 年度及び 2011 年度に学費で
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受け取った大学生、また健康保険料という形により既に給付金の一部また

は全額を受け取った国民の株式については差し引いて計算することとなる。

（UN12）

 Huh Gan 社は中国の大手企業と毎月 2000 トンの精鉄を中国に輸出する契

約を締結した。Huh Gan 社はトゥムルテイン鉱床開発を行う Beren Group

が株式の 52.5％を、シンガポールの Faber Investment が 17.5％を所有す

る企業。（SH16）

 オーストラリアの証券取引所に登録されている Aspire Mining 社が高品質

石炭が埋蔵されているモンゴル Ovoot 炭田を所有している。JORC 基準に

より埋蔵量が 3 億 3100 万トンとされる同炭田の F/S 調査（同社の子会社

である Northern Railways 社が担当）は終了が 5 月中旬まで延期されるこ

ととなった。（UN16）

 中国の CHALCO 社がモンゴルで炭田開発を行う South Gobi Sands 社の親会

社である South Gobi Resources 社のシェア 57.6％を買収するとの報道を

受け、鉱物庁は国家安全保障の観点から South Gobi Sands 社の全ての探

査及び開発ライセンスを一時的に停止した。（UN17）

 アナンダバザル・ソドモンゴルグループ社長は、ドルノゴビ県のサインシ

ャンドにおける「Sainshand Refinery」石油精製工場の建設プロジェクト

に係る F/S が終了したと述べた。2012 年秋に建設が開始され、4 年以内に

完成する予定。（SH17）

 行政監察庁は、地域住民の要請に基づき、オブス県ブフムルン郡ハルアル

タト・バグ地域内で石炭採掘事業を行っているカナダ・モンゴル合弁の

CGBEM 社及び韓国・モンゴル合弁の Hotgor Shanaga 社をはじめとするす

べての企業に対して採掘事業停止命令を発出した。（SH17）

 Bloomberg は、モンゴル政府が国営石炭開発会社の「バガノール」社の株

式を証券取引所に追加上場し、4600 万米ドルの資金を調達する予定と報

道した。（SH18）

 ドルノド県マタド郡で活動する 100％中国資本企業の Petro China Dachin 

Tamsag 社が自然再生事業を実施しなかったことに関する裁判が行われ、

13 億トグログを賠償金として請求した NGO 側が勝訴した。（UN19）

 Mongolia-Mining 2012 国際展示会が Misheel Expo で開催され、アメリカ、

オーストラリア、中国、ロシア、カナダなどの国の企業がそれぞれの鉱山

開発機材・技術等を展示した。（MT23）

 MAK 社はツァガーンソブラガ銅・モリブデン鉱床開発プロジェクトに関し、

外国企業にシェアを売却せず、独自開発を進めることを表明した。同プロ

ジェクトの設計、人材育成、コンサルタントをオーストラリアの Worley 

Parsons 社が、技術、機械等の供給を FLSmidth 社が担当する。（SH26）
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 原子力エネルギー庁によると 11 県（2494.8 千ヘクタール）においてウラ

ンの探査及び採掘ライセンスが発行されている。フランスの Cojegovi 社

（アレバ社の子会社）の所有するライセンス数が最多であり、その他には

ロシア、中国、インド、オランダ、カナダなどの国の企業がライセンスを

所有している。（SH26）

 オボート炭田のライセンスを所有する Aspire Mining 社は同炭田近辺のツ

ェツェルレグ郡における病院建設費用の 50％を融資することとなった。

病院建設は 11 月に竣工される予定。（UN27）

５．インフラ

 Business Insider によると、加 Prophecy Coal 社はモンゴルで発電所を建設する

ための 8 億米ドルの資金を 9 月までに調達する予定。余剰電力をモンゴル政

府に販売することに関する最短 25 年間の契約が来月締結され、2013 年から

発電所の建設が開始され、2015 年から稼動する予定。（SH2）

 4 日、定例閣議において、次のプロジェクトが決定された。

・「新建設」計画の一貫として政府との直接契約の下に実施される道路整

備プロジェクトのリストが議決された。「新建設」計画には県庁所在地と

ウランバートルを繋ぐ道路整備（計 5572km）、アルタンボラグ－ウラン

バートル－ザミーンウード方面の高速道路整備（990km）、ウランバート

ル市内の舗装道路整備（212km）、7 箇所の高架橋建設、道路改良工事

（350km）などが含まれている。舗装道路、橋の整備プロジェクトに掛か

る費用は開発銀行を通じて調達される。

・ガショーンソハイト、シヴェーフレン国境検問所の開発基本計画が決定

された。開発基本計画では石炭及び鉱物資源の輸送用道路の整備、試験場

及び税関施設の建設、荷積み基地など総合施設の建設なども計画されてい

る。また、石炭のみを輸送するための輸出専用道路 6 本、輸入専用道路 4

本、鉱物資源を輸送するための輸出専用道路 1本、輸入専用道路 1 本が整

備される予定。（MT5）

 ウランバートル市内の 9 箇所に洪水調節ダムと水路が建設されることとな

った（136 億トグログ相当）。（ZM5）

 ダシドルジ道路・運輸・建設・都市計画大臣は、1 平米当たり 98 万～110

万トグログ以上の住宅は 10 万戸住宅計画の対象としないことを発表した。

（MM10）

 今年度はウランバートル市予算から 700 億トグログを道路整備事業に充当

する予定。ウランバートル市道路局は 2016 年までに全長 216 キロの道路
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整備及び立体交差点（ウランバートル市中心部 7 ヶ所）の整備等を計画し

ている。（MP23）

６．エネルギー

 4 日の定例閣議において、国内電力需要の 90％を供給している国営の「中

央地域送電網」社が「国家送電網」社に改名された。また、国営「西部電

力システム」社が 2008－2011 年の間にロシア及び中国から電力を輸入し

た際に未払いであった付加価値税及び関税の返済を目的として、20 億

8300 万トグログを政府基金から支出することとなった。（MT5）

 新たに建設される住宅地への給電を目的に「イフトイロー110」計画が実

施され始めた。同計画では 2015 年までに 15 ヶ所に発電機の設置を行う予

定。（AE25）

 ダルハン県で建設される石油精製工場のプロジェクトリーダーであるナムジム

氏に同県税務課より国家登録証明書が手交された。本工場の F/S は日本の

東洋エンジニアリング社が作成した。現在、設計図を作成中。国家登録証明書

の発行により、「ダルハン石油精製工場」社が東洋エンジニアリング社、丸紅社

と産業機械供給契約を締結できる法的環境が整備された。（ZM30）

７．教育

 前回のエルベグドルジ大統領のドイツ訪問時に話題となったモンゴル・ドイツ合

弁専門学校の設立について、今般のエルベグドルジ大統領のドイツ訪問の際

に再度話し合われ、4 月中にドイツ側のワーキンググループが派遣されること

になった。（MP3）

 モンゴル政府、韓国教育省間における協力事業の一環として「教員交換プログ

ラム」をスフバートル地区で実施中。同プログラムには韓国側より義務教育学

校教員 20 名、スフバートル地区からは、14 校の義務教育学校教員 20 名が参

加している。教員は、教授法、文化、風習等について経験を共有するとともに、2

ヶ月間互いの国の義務教育学校で研修を受ける。（ZM18）

８．農牧業
     （特記事項なし。）

９．保健医療
（特記事項なし。）
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１０．環境

 「グリーン家庭」NGO のイニシアティブにより、ミレニアム道路沿いの 3 万 4000

ヘクタールの地域における植林事業が 15 日から開始される予定。（MP11）

１１．情報通信
（特記事項なし。）

１２．その他
（特記事項なし。）

※括弧の中の記号は新聞名と日付を表す。

（ＵＳ ウドゥリーン・ソニン紙、ＺＭ ゾーニー・メデー紙、ＵＮ ウヌードゥル紙、ＭＭ モンゴリン・メデー紙、ＴＲ モ

ンゴリーン・ウネン紙、ＡＥ アルディン・エルフ紙、ＳＨ ウンデスニー・ショーダン紙、ＮＴ ニーゲミ―ン・トリ紙、

ＭＰ ウグルーニー・ソニン、ＭＴ モンツァメ通信、ＤＰ ウドゥリーン・ショーダン紙、ＵＴ ウルストゥリーン・トイム

紙、AR アルドチラル）               

（了）


