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モンゴル経済トピック（２０１２年 6 月）

今月の主なトピック

                                                                  

                                詳細は各項目を参照

                                

１．経済

 3 日、モンゴル商工会議所及び台湾国際経済協力機構間の協力の一環としてモンゴ

ル・台湾経済フォーラムが開催され、台湾側から 30 社の代表が出席した。（MT4）

 4 日～7 日、日・モンゴル経済連携協定（EPA）交渉第 1 回会合が開催された。日本側

は西宮外務省外務審議官が、モンゴル側はエンフボルド外交・貿易省特別大使が首

席交渉官を務めた。（MT4）

 4 日、ドルノド県で「ドルノド MAK」産業総合施設プロジェクトの第 2 ステージとなる露天

掘り炭田開発事業の起工式が行われた。同産業総合施設プロジェクトの一環として褐

炭炭田開発、石炭化学工場建設、300MW 火力発電所建設などが予定されている。同

プロジェクトは 5 年以内に完工し、3000 人の雇用が創出される。（MT5）

 7 日、モンゴル商工会議所主催による第 16 回中小企業生産・サービス・技術展示会が

開催された。（UN8）

 6 日～7 日の間、第 12 回上海協力機構加盟国首脳会議が北京で開催され、エルベグ

ドルジ大統領一行が出席した。同会議における主な出来事は次の通り。

・エルベグドルジ大統領は李中国副首相と会談し、ロシア、モンゴル、中国 3 カ国の協

力について協議した。特に、ガスパイプラインをロシアからモンゴルを経由して中国まで

設置することについて協議し、作業部会を設立することとなった。作業部会にはロシア

の関係機関を参加させることで決定した。

・エルベグドルジ大統領は胡錦濤中国国家主席と会談し、両国の戦略的パートナー

シップの促進について意見交換を行った。

・首脳会議の一環としてビジネスフォーラムが開催され、モンゴル側からはエナ

ジーリソース社が石炭採掘、加工についての発表を行った。（MT11）

 食肉価格が前月比 3.0～4.5％上昇し、牛肉が 1 キロ当たり 9600 トグログ、羊肉

が 7900 トグログとなった。（UN11）

 国家統計局は次の通り 5 月の統計を発表した。

・年金支給額は 41.6％増

・消費者物価指数は前年同月比 15.4％増

・インフレ率は 9.2％（1 月～3 月は 2.5％）（UN12）

 日・モンゴル経済連携協定（EPA）交渉第 1 回会合の開催（経済）

 オハーホダグ－ガショーンソハイト間の鉄道整備に係る起工式が行われた

（経済）

 オヨートルゴイ社の銅精錬工場が 8 月から稼動開始予定（鉱物資源）
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 クリーンエア基金からの 15 億トグログの支援によりモンゴル人技術者が製造したバス

9 台を Tsahilgaan teever 社に引き渡した。（SH13）

 13 日、ナムジム「ダルハン石油」社長、河合・丸紅副社長は、製油所の機械調達契約

に署名した。 製油所建設プロジェクトの F/S が終了したことにより建設工事が開始さ

れることとなった。同工場の建設に必要となる計６億米ドルの経費の 85%は、モンゴル

政府が保証した上で日本の東洋エンジニアリング株式会社、丸紅株式会社及び JBIC

が融資することとなっている。（UN14）

 13 日の定例閣議において、「エルデネス・タバントルゴイ」社の株式をモンゴル

の民間企業に売却すること、また、モンゴル国民に分配すること及び政府が国民

の株式を購入することに関する調整規則を審議し、承認した。同規則に基づき、

既に 100 万トグログを現金で受け取った高齢者及び障害者が株式の所有を希望す

る場合には、100 万トグログを返金し、株式を所有することが可能となった。

（MT14）

 国家統計局の報告によると、2011 年前半期に 55 万 5 千人（前年同期比 13.6％

増）が社会保険料を納付した。うち 64.5％が民間企業、35.5％が政府機関に勤

務している。（SH14）

 17 日、国家開発改革委員会と在モンゴル韓国大使館はモ・韓ビジネス会合を共催し、

韓国から KEPCO、KAL、Samsung、LG Halla Construction、Lotte Construction、

Hyundai Glovis 等の代表が出席した。（UN18）

 規格・度量衡庁は国内企業の競争力向上、国際自由貿易の役割において協力する

ことを目的として APLAC（アジア・太平洋試験所認定協力機構）の相互承認協定

に署名した。（MT18）

 The Crown Worldwide グループがウランバートルに国際基準に適した貯蔵所を開

所した。貯蔵所の面積は 1 万平方メートルであり、24 時間のセキュリティー、

防火システムを備えるとともに、太陽光発電を利用した環境にやさしい建物であ

る。開所式には Jim Thompson・The Crown Worldwide 社長が参加した。（UN18）

 ヘンティー県の Och Manlai 社、ウランバートルの Innova 社が提案した 1 年間に

20 万トンのセメントを製造することができるセメント工場の案件が地方行政機

関、関係省庁に支持された。同案件は道路・運輸・建設・都市計画省、モンゴル

開発銀行、国家開発改革委員会の共同作業部会で審議され、実施されることとな

ったが、開発銀行が近日中に実施費用となる 110 億トグログを融資できるかにつ

いては未確定である。地方産の原料を使用する同案件が実施された場合、150 人

の雇用が創出される。（SH21）

 25 日の定例閣議において、エルデネス MGL 社の優先株を全国民に 1 株ずつ配布す

ることが決定された。（MT26）

２．経済協力

 米国の Trimble 社による 22 万米ドルの支援により、モンゴル科学技術大学鉱業学部

に新しい研究室が設立された。（SH5）
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 EU と大蔵省援助政策・協力局との間で、職業専門教育への支援を目的とした 700 万

ユーロの融資契約が締結された。（SH5）

 清水武則・駐モンゴル特命全権大使はホブド市を訪問し、「ホブド県のツェツェグ郡の

学校寮改修計画」の契約に署名した。日本政府草の根・人間の安全保障無償資金協

力で実施される同プロジェクトの総額は 95,511 米ドル（約 1 億 2500 万トグログ）であり、

今年度同資金により実施される初めてのプロジェクトである。（MT12）

 スウェーデン国際開発機構により、モンゴルの牧草地の利用・保護・マネジメント改善、

遊牧民の生活支援、牧草地の利用・管理に関する法的環境の整備を目的として 2004

年から実施された「緑の金」プロジェクトが継続されることとなった。（MM12）

 13 日、ADB を通じた日本基金の無償資金協力により貧困削減に向けて実施される

「気候変動に対応した持続的発展が可能な生活」プロジェクトの協定署名式が大蔵省

で行われ、ハヤンヒャルワー大蔵大臣、バダムジョナイ食料・農牧業・軽工業大臣、

Sholhammer 駐モンゴル ADB 常駐代表等が出席した。同プロジェクトは 2012 年～

2016 年の間実施され、実施総額は 250 万米ドルである。（MM14）

 国有財産委員会と KOIKA の協力による「モンゴル国有財産データベース管理制度強

化計画」の実施契約（2012～2013 年）の署名が行われた。（MT18）

 米国ミレニアムチャレンジ基金による保健プロジェクトにより母子保健センターに子宮

内視鏡等の機材が供与された。（MT20）

 JICA を通じて実施中の内部監査・業績モニタリング能力向上プロジェクトの一環として、

モンゴル側関係者 12 人一行が日本及び韓国の内部監査機関の視察研修に参加した。

（MT20）

 ゴロムト銀行と JICA 中小企業支援・自然保全ツーステップローンプログラムコンサル

タント部が協力し、「エコビジネス」と題する自然に優しいプロジェクト案の募集を開始し

た。（MT22）

 モンゴル政府と世界銀行が共同で実施中の家畜インデックス保険プロジェクトをアル

ハンガイ県で開始した。プロジェクト実施の事前準備として、4 月から家畜インデックス

保険プロジェクトの主旨、内容、重要性について遊牧民に広報し、遊牧民を加盟させる

事業を実施した結果、県内の遊牧民世帯の 8.2%となる 1200 世帯が家畜インデックス

保険に加盟し、9530 万トグログの保険料が払われた。(MT25)

３．金融

 国家統計局は商業銀行の不良債権及び期限切れ債権総額が減少したことを発表し

た。5 月の統計では期限切れ債権は 601 億トグログ（前月比 111 億トグログ減、

前年同月比 157 億トグログ減）、不良債権は 3157 億トグログ（前月比 0.3％減、

前年同月比 20.6％減）であった。（SH20）  

４．鉱物資源

 IT Experts 社はオーストラリアの「Pitney Bows Software」社の支社として鉱山開発・

地質分野人材育成センターをモンゴルに設立した。（MT20）
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 11 日、オヨートルゴイ社が報告会見し、坑内掘り事業開始前の鉱山分野における人材

育成として教員 30 名（オーストラリア）、学生 30 名の海外留学、教員 1170 名、学生

200 名の国内での養成を支援することを発表した。オヨー・トルゴイプロジェクトでは本

年度に 1600 名のモンゴル人を雇用する予定であり、現在 670 人をすでに雇用してい

る。（UN12）

 フランスの国有会社アレバ社の子会社である「Kojegobi」社はドラーンオール鉱床（ドル

ノゴビ県オラーンバドラフ郡）において自然環境及び住民への影響に関する検査・評価

を実施することとなった。オラーンバドラフ郡長の要請により工場を建設するとともに、

ウラン輸出開始前に検査・評価作業を自然中央研究所、気象庁と共同で実施する。

（SH12）

 2007 年に設立されたカナダ資本の「Altan Rio Minerals」社はトゥブ県バトス

ンベル郡において金鉱を発見した。同金鉱で探鉱を行ったところ、1m3 当たり

11.49g/tn の金が埋蔵されていることがわかった。サンプルをウランバートルの

鉱物資源研究所において「Stewart Group」及び「Actlabs Asia」が検査したと

ころ、金の含有量が高いと分析された。また、同金鉱は以前「Centerra Gold」

社が採掘を行っていたボロー金鉱から 10km の距離に所在している。（SH15）

 「Prophecy Coal」社はヴァーレ社（ブラジル）のモンゴルにおける子会社であ

る「Tephis Mining」社が所有するライセンスを購入することとなった。同ライ

センスはヘンティー県に所在するチャンドガナ、トガルガタイ炭田におけるライ

センスであり、「Prophecy Coal」社は購入要請を鉱物資源庁に提出した。鉱物

資源評議会が承認したチャンドガナ炭田、トガルガタイ炭田の石炭推定埋蔵量は

30 億トンとされている。（SH20）

 オヨートルゴイ社がウムヌゴビ県に建設中の銅精錬工場は 8 月から稼動を開始す

る予定。同工場では露天掘りによって採掘される銅を年間 40 万トン精錬する。

オヨー・トルゴイ銅・金鉱床開発プロジェクトには 9621 人のモンゴル人が採用

されており、投資総額は 7.8 兆トグログに達している。同プロジェクトの坑内掘

り鉱床 5 ヶ所からの銅採掘事業は 2017 年から開始される予定。（UN22）

 28 日に実施される国家大会議議員総選挙に関連して、鉱山企業の株価が下落し

た。香港証券取引所に登録されている「Mongolian Mining Corp」社の株価は

3.1％、「Modun Resources」社の株価は 6.7％、「Xanadu Mines」社の株価は

4.9％、「SouthGobi Resources」社の株価は 1.23％下落した。（UN27）

 トロント証券取引所 、香港証券取引所に登録されてい る 「 SouthGobi 

Resources」社は、中国の下半期における石炭輸入量が減少するとの見込みによ

り、オボート・トルゴイ炭田における採掘事業を停止することとした。（UN29）

５．インフラ

 6 日、オハーホダグ－ガショーンソハイト間の鉄道整備の起工式がウムヌゴビ県

ツォグトツェツィ－郡において行われた。（UN11）

 13 日の定例閣議において、次のことを審議した。
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・「10 万戸世帯住宅」計画に参入する民間企業数を 36 社増加させた。

・「新建設」計画の一環として開発銀行から中小企業経営者を対象に 500 億トグ

ログのローンを貸し付けることとした。ローンの基本利子、開発銀行による利子、

手数料及び為替レートの変動を計算するとローンの利率は年間 12～13.5％とな

る。中小企業支援ローン利率年間 7％という政府政策に適合しないため、政府は

7％以上の利子差額分を毎年国家予算に計上することとなった。政府の試算では、

2012 年に 5580 人の雇用が創出され、今後 GDP を毎年 2％上昇させることが可能

となる。（MT14）

 ヤールマグ橋から空港事務所までの 13.7km の道路を国家予算により新たに整備

する予定。（MT15）

 トロント証券取引所及び香港証券取引所に登録されている South Gobi 

Resources 社がオボート・トルゴイ炭田－シヴェーフレン国境検問所間の道路整

備事業を開始する。コンセッション契約により同社の運営権は 15 年間とされる。

道路が整備されることにより年間 2000 万トンの石炭を輸送することが可能とな

る。同社は現在、オボート・トルゴイ炭田から採掘した全ての石炭を中国に輸出

しているが、今後はアジアの各国に輸出する方針。（UN22）

 バトエルデネ道路・運輸・建設・都市計画省事務次官と Sia Sinhua 中国民間航

空行政庁副長官は協力協定に署名した。同協定によりこれまで週 14 便であるウ

ランバートル－北京間の便数が 21 便に、他市への便数が 7 便から 21 便に増便さ

れた。また、上海、天津を経由するウランバートル－バンコク間、ウランバート

ル－シンガポール間の経路が新設された。さらに航空分野における捜索・救助分

野の協力に関するモンゴル・中国政府間の協定を本年以内に締結するための作業

部会を設立することが合意された。（SH22）

 19 日、EZNIS 社は初となる Boing 737-700 飛行機を米国の ILFC 社から借上げた。

同飛行機は北京、ソウル、東京及び香港までの飛行が可能。（UN23）

 25 日の定例閣議において、新空港衛星都市開発マスタープラン及びサインシャンド産

業総合施設プロジェクトのマスタープランがそれぞれ承認された。人口 10 万人規模の

衛星都市の一部の建設事業は 2015 年に完成させる予定。また、サインシャンド産業

総合施設プロジェクトの管理、実施を担当する企業として、「サインシャンド産業総合施

設」国営会社を設立することとなった。（UN26）

 国家開発改革委員会は「サインシャンド産業総合施設」プロジェクトのマスタープランが

米国の「Bechtel」社によって作成され、完成したことを発表した。同プロジェクトの建設

に計 93 億米ドルの資金が必要となる。まず始めにコークス工場、化学工場を建設し、

2018 年には主要な工場が稼動することを予定している。プロジェクト建設時に 1 万人

以上、稼動開始後には 2400 人の雇用が創出される。これに関連し、新たに住民

21,000 人が定住する地域が整備される。（UN27）

 7 月 2 日から Turkish Airlines 社によるイスタンブール－ビシュケク－ウランバートル間

（週 3 便）の路線が新設される。（MT30）
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６．エネルギー

 ヘンティー県チャンドガナ平原で火力発電所を建設する許可を 2011 年 11 月に得た

Prophecy Coal 社は今月、電力購入契約を締結した。今後さらに機械設備購入契約、

建設契約などを締結する予定。2016 年に稼動を開始する 600MW のチャンドガナ火力

発電所プロジェクトは 100％同社資金で実施される。（MT8）

 人口が 2 万人に達するドルノゴビ県ザミーンウーデ郡の都市化計画に関し、上下水道

施設の建設を予定している。また、45 億トグログ相当の火力発電所の設計が完了し、

モンゴル中国共同チームによる建設事業が開始された。（MT12）

 14 日、第 4 火力発電所を拠点とする 210MW の火力発電サブステーションの建設工事

の起工式が行われた。科学技術大学の教授等のチームにより F/S 調査が行われた

同プロジェクトの建設資金は国家予算から融資される。プロジェクト建設事業者

の入札は年始に行われ、「アリアンステク」社が選定された。サブステーション

は 2013 年に稼動を開始する予定。同サブステーションの建設によってバヤンゴル地

域で建設予定のオルビト、バヤンゴル、科学技術大学及びモスクワコンプレックス住宅

地の暖房を中央暖房システムにより調整することができる。（MT15）

 鉱物資源・エネルギー省は韓国の Nanyung Clenting 社と A92 種のガソリンと同

種のガソリンを輸入する契約を締結した。また、ロシアのロスネフチ社は先週か

らモンゴルに販売するディーゼル燃料の価格を 1 トン当たり 1065 米ドルから

1031 米ドルに引き下げた。鉱物資源・エネルギー省によるとモンゴルは史上最

大となるディーゼル燃料を備蓄した。マグナイトレード社、ペトロヴィス社、シ

ョンフライ社、ソドモンゴル社など大手石油製品輸入会社のディーゼル燃料の備

蓄量は計 3000 万トンとなった。サランゲレル石油庁長官一行がロシアを訪問し

た際、ロシア・ブルガリア国境に油田を所有するブガ二石油精製工場から燃料を

輸入する契約を締結した。また、カザフスタンの Ural Oil 社と A92 種のガソリ

ンを購入する契約を締結した。1 回目となる 1500 トンのガソリン燃料はモンゴ

ルへ輸送中。（SH21）

 2011 年 5 月 11 日に国有財産委員会と締結したコンセッション契約に基づき、

New Asia グループはモゴイ川炭田（ザブハン県）を拠点とした 60MW の火力発電

所の建設を開始した。建設事業は中国の建設会社に委託されている。（SH22）

７．教育
（特記事項なし。）

８．農牧業

 7 日の閣議において、今年の作付予定が発表された。今年は小麦 43 万 7900 トン、ジ

ャガイモ 19 万 9200 トン、その他野菜 10 万 5200 トン、大麦 4500 トン、オート麦 4300

トン、ライ麦 624 トン、ソバ粉 568 トン等をそれぞれ作付する予定。また、今年の小麦

粉奨励金を 1 トン当たり 5 万トグログに決定した。（NT8）
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９．保健医療

 スウェーデンの外科医 30 名がモンゴルを訪問し、スフバートル県、オブス県、中央クリ

ニック病院、母子センター及び国立癌センターで 3 週間支援をするとともに、手術、研

修実施、機材贈与等の支援をした。また、スウェーデン政府の支援によりモンゴルの

26 名の手術医及び麻酔医がスウェーデンで研修（3～6 ヶ月）を受けた。1999 年に医

科大学とスウェーデン手術医団体が締結した協力協定書に基づき実施され、今回の訪

問は 11 回目となる。（MT12）

 13 日の閣議において、外傷・整形外科病院救急医療サービス改善プロジェクトの一貫

で実施される大蔵省とフランス・ナティクシス銀行間の借款契約案が支持された。当該

契約では、50 種類の最新診断・医療機器、半年分の医療器具、2 年間分の部品が病

院に供給される。また、医師、専門員、技術員を研修に参加させる他、本館の増築工

事を実施する予定。（UN14）

 26 日～29 日の間、韓国医師等は外傷・整形外科病院を訪問し、火傷及び成形手術医

による診断及び治療が無料で提供された。（AE29）

１０．環境
（特記事項なし。）

１１．情報通信
（特記事項なし。）

１２．その他

 日本消防設備安全センターより実施されたウランバートル市消火技術及び消防機材改

善計画実施業者選定入札に S.ザルーフー非常事態庁長官一行が参加し、落札した伊

藤忠商事株式会社との協力事業実施契約書に署名を行った。本プロジェクト事業では、

2013 年 6 月までに消防車 22 台が非常事態庁に納入される予定。（UN29）

※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）               

（了）


