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モンゴル東部の社会経済と発展要因に関する空間的分析

はじめに

2000年代初頭、モンゴルの国家大会議
は、「地域開発コンセプト」（モンゴル国家
大会議、2001）、「モンゴル地域発展戦略」、

「国家大会議地域中核都市建設のため
の解決策」に見られるような地域発展政策
を承認し、また、政府は東部、西部、中央とハ
ンガイ地域の発展プログラム（2006-2015）
など、関連する地域発展の政策を採用して
きた。地域発展戦略の主要な目的は、発展
地域と未発展地域の間の格差縮小、土地
資源や労働資源を効率的に活用すること
で環境負荷を下げることや、ウランバートル、
エルデネト、ダルハンのような都市における人
口と生産の集中を緩和することである。これ
らの地域発展政策は、2015年に期限を迎
えている。

2016年の国会で承認された開発政策と
計画を記した「モンゴル地域発展コンセプ
ト」は、地方と都市部が一体的に発展し、
持続可能な環境保全を図りながら、政策適
用の法的環境を整えることを通じて、地域
経済と社会発展が目指す目標を示すもの
である。加えて、「モンゴル地域発展コンセプ
ト」が、「モンゴルの人口分布と地域システ
ムに関する国家政策」や「中・モ・ロ経済回
廊」、ユーラシア経済同盟の枠組みでロシ
アが実行している輸送、エネルギー、インフ
ラ計画や中国の「一帯一路」構想のような
国内外の地域発展政策と矛盾してはなら
ない。

モンゴル対外経済事業の目的には、地域
的な経済統合への参加も含まれる。しかし
実際にこの事業が、地域統合においてどの
ような地域発展の要素を活用し、地域統合
においてどのような役割を果たすかが不透
明である。この事業と同時にモンゴルの国

家発展促進機構は、「モンゴル地域発展政
策」を進め始めている。

本調査研究は、モンゴル東部における輸
送網計画や人口・居住の分布、労働力と農
業資源について考察し、県・ソム（県より下位
の地域区分）レベルでどのような発展資源
が存在するかを提示する。

検証方法

本研究は人口、労働力、ライブストック1、
農産物データの分布と輸送網計画を重ね
て視覚的に示すことで、各県、ソムにおけ
る有効な発展資源を明示する。データとし
て2000から2017年の間における3つの県、
45のソムのものが用いられ、対象として15
歳以上の人口数、経済活動人口数、被雇
用者数、失業者数、遊牧民数、産業別付
加価値生産対GDP比率、入国・出国者数
と輸送量のデータ、主要輸出品・輸入品の
価格と穀物、野菜、イモ類の収穫の値が
用いられる。

2010年から2017年の間の平均人口成
長率は、ゾドにより地方から都市部への移
入が激しかった2009年から2010年の期間
を除くことを目的として期間を設定し2、下式
により推定される3。

ただし、  は平均年間成長率、  は、 
年の年末総人口、  は  年の年末総人口
である。

2009年から2010年のゾドの効果を除外
するために品目別ライブストック成長率は、
その後5年間（2012から2017年）のデータ
を使用して推定する。

 はライブストックの年間成長率、
 と  は  年と  年、  で特定される品目

のライブストック数である。
地理学・地生態学研究所は、1990年に

モンゴル各ソム毎の牧草地並びに、牧草
地に放牧されたライブストック数を定義した。
牧草地、牧草地利用のデータから、牧草
地1ヘクタール当りのライブストック数は、以
下の式で算出される。

ここで、   は、羊の頭数換算の  年の
 ソムにおける1ヘクタールあたりのライブス

トック数、  はソム  における牧草地面積
（ヘクタール）、  は  年のソム  における
馬の頭数、  は  年のソム  における牛
の頭数、  は  年のソム  における山羊の
頭数、  は  年のソム  における羊の頭
数、  は  年のソム  におけるラクダの
頭数であり、 a、 b、 c、 d、 e の係数は、それ
ぞれの頭数を羊の頭数に変換するもので
ある。

ライブストック産業における生皮・皮革生
産量は、ライブストック消費の方法により計
算されるが、食肉の量は、下式で表される
動物一頭ごとの平均的な可食部位割合
から算定される。

 は年  とソム  、で特定される年間
ライブストック使用数、  と  はそれぞ
れ 年と -1 年のソム  における年間ライブ
ストック消費数、  は  年にソム  で生ま
れた新規のライブストック数、  は  年にソ
ム  で病気により失われたライブストック数
で、  は  年のソム  におけるその他の理
由のライブストック喪失数である。
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1 ［訳注］ここでライブストックとは、畜産物よりも広い概念を含む動物性農産物という意味で用いられている。
2 ［訳注］ゾドとは厳冬・雪害により多くのライブストックが失われることを指し、遊牧民が多いモンゴルの社会経済を悪化させる要因となる。
3 詳細は、The law on Development Policy and Planning of Mongolia. Paragraph 4.1.3 of Article 13
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 は  年ソム  における観測されない
総食肉量推定値、  は牛、馬が0.05の値、
羊と山羊が0.15の値をとる喪失係数、  は
一頭当たりの可食部位の重さで、牛が134
㎏、馬が126㎏で羊が17.3㎏、山羊が12.9
㎏となる。 

羊毛とカシミアの供給量もライブストック
当たりの毛量から算出される。

 は  年のソム  における観測されない
カシミアの毛量総供給量の推定値、 
は  年のソム  における山羊の頭数、

 は  年のソム  における新規のライブス
トック出生数、  は山羊1頭に対するカシミ
アの比率で、0 . 2 7が与えられる。   
は、  年のソム  における毛（羊毛とラクダ
の毛の合計）の観測されない供給量の推
定値、  と  はそれぞれ羊とラクダの総
供給、  と  はそれぞれ子羊、子ラク
ダの総供給で、  はラクダに対する羊毛
の平均比率4.5が与えられ、  は羊の平
均値1.2が与えられる。

検証結果

「中・モ・ロ経済回廊プログラム」におい
て、国際共同事業が計画され、これは、財
貨取引の促進、競争力の強化、越境輸送
の円滑化、そしてモンゴル・ロシア・中国の
間のインフラ整備を目的としている。分野
別に事業をみると、輸送インフラ部門では13

（そのうち鉄道が6、道路が4）、製造業が
2、越境手続き関連1、エネルギー部門1、貿
易、税関業務、検査と検疫業務が4、環境
部門が3、科学技術部門が3、社会貢献活
動が3、農業が1、医薬・健康産業の産業
保護に関するものが1で、合計32の事業が
計画されている。

東部地域で計画されている道路・鉄道
事業は、ミレニアムロードと北部回廊プロジェ
クトに沿って計画されたものであり、これは、
「東部発展計画」における輸送の活性化

家事業を承認し、輸送網の構築を継続した。
図1に示した通り、「中・モ・ロ経済回廊」

にも反映される道路と鉄道（回廊）事業は、
貿易の拡張と北東アジアの各国協力の機
会にとって長期的に重要な開発である。

現在、東部の中心からは、首都ウラン

を目的としている。経済開発の視点から「地
域発展コンセプト」の目的の一つが、地域間
の結節点、国際交流の中心地を作り上げる
ことである。結果として、モンゴル国家大会
議はミレニアムロードと北部大回廊、「国家
鉄道政策」と「発展の道すじ」と称する国

4 a. 道路・鉄道網の現状 ; b. 「発展の道すじ」鉄道の国家事業政策、ミレニアムロードにおける道路と鉄道計画 ; c. 中・モ・ロ経済回廊における道路と鉄道計画 ; d. 全て
の計画を重ねた図

図1　輸送ルートの現状と計画4

出所：土地管理局・測地・地図作成局のデータとモンゴル道路開発の道路・鉄道計画ルート、中・モ・ロ経済回廊プロ
グラム

表1　計画中の輸送ルート

計画名 発着地・経路 計画の状況

1 中・モ・ロ経済回
廊、中東鉄道

ボルジャ→サラビオスク→エレンツァフ→チョ
イバルサン→フートゥ→ビチゲテ→シリンゴル

（ハタフチ東部）→赤峰→朝陽→錦州→盤
錦

実行可能性の
調査

2
中・モ・ロ・経済回
廊、図們輸送回
廊（沿海2）

チョイバルサン→スンベル→アルシャー→ウ
ランホト→長春→延吉→琿春→ザルビノ

計画拡張と実
効性の調査

3
中・モ・ロ・経済回
廊、図們輸送回
廊（沿海1） 

チョイバルサン→スンベル→アルシャン→満
州里→斉斉哈爾→ハルビン→牡丹江→綏
芬河→ウラジオストク→ナホトカ

実行可能性の
調査

4
中・モ・ロ・経済回
廊、図們江輸送
回廊

ボルジャ→サラビオスク→エレンツァフ→チョ
イバルサン→バルーンウルト→ビチゲテ→ガ
ダブチゼン→ツィウズィムツェンシ→赤峰/シ
リンホト→朝陽/承徳→錦州/盤錦/天津

計画拡張と実
効性の調査

5
国家事業として
の発展ロードマッ
プ

チョイバルサン→エレンツァフ→バルーンウル
ト→ビチゲテ→チンギス→ノロブリン→ダダ
ル

2017年から20
21年にかけて
実行

6 国家事業として
の鉄道計画

タヴァントルゴイ→サインサンド→フート
フート→ビチゲテ
フート→スンベル

2017年から20
21年にかけて
実行

7 国家級鉄道政策
サインサンド→バルーンウルト
バルーンウルト→フート
フート→チョイバルサン

政策第一段階
の準備がなさ
れた段階

出所：中・モ・ロ経済回廊プログラム
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バートルまで舗装された道路で接続されて
いる。南北・東西の輸送軸沿いに位置する
県中心地間、国境都市間の輸送インフラ
は、国家事業、国際協力事業の一環とし
て建設が計画されている。

国境通関業務

モンゴルには中国との間に4つの国境通
関都市があり、ロシアとの間に2つの国境
通関都市がある。エレンツァフとビチクトの
通関所は、常時国際通関を行っており5、ハ
ビルガとバヤンホシューは常時通関を行っ
ている。また、スンベルとウリハンマイハンは
常態的ではない通関が行われている。図2
に示す通り、ビチクトとハビルガを通る越境
者は、52000人から58000人に上り、輸送は
ビチクトが最も多く、トラックが27000台、自
動車が7300台であるのに対して、ハビルガ
は、トラックが1000台、自動車が8300台程
度である。バヤンホシューを通る越境者は、
3900人程度、トラックは23000台、自動車が
3600台程度である。

2016年にドルノドを出境した輸出財の
データによると、2億2087万ドルの原油がバ
ヤンホシューから輸出され、濃縮亜鉛と鉛
が1977万ドル分ロシア向けにエレンツァフ経
由で輸出され、干し草やライブストック由来
の材料が108万3700ドル分ハビルガとバヤ
ンホシュー経由で輸出されている。輸入の
主要な財貨をみると、1889万ドルの燃料が
エレンツァフ経由で輸入され、57万9000ドル
の野菜、111万6400ドルの建材・自動車機
器がハビルガとバヤンホシュー経由で輸入
されている。エレンツァフ経由で輸入される
ガソリンは、バヤンホシュー経由で中国に輸
出される原油の8%に相当する金額である。

人口数と人口分布

モンゴルの人口と人口分布は独特であ
り、国家センサスを基にした人口推定値を
基に都市部と地方が分類される。都市部
とは、県中心部とそこに含まれるソム中心
部であり、相対的に人口の集中とインフラ
の発展がみられる。地方は、牧草地、居住
を含む牧草地区と基本的な社会福祉サー

ビスを提供するソム中心部からなる。
東部人口は、2017年末にモンゴル人口

の6.9％に相当する21万6000人であった。
2003年と比較して、人口が2万1000人増加
したが、総人口に占める割合は1％減少した。
整理すると3つの都市が県の中心部で、45
がソムの中心地ということになる。おおまかに
は、この地域に1つの州級市、2つの県級市、
4000人以上の人口を有するソム中心部が7
つ、鉱業を主体とするソム中心部が1つある。

人口と人口分布、東部の平均人口成長
率を、2010年から2017年にかけての「平
均年間成長率と人口減少」の推定値によ
り示した。

都市部のチョイバルサン市は4万5000
人の人口で、県の人口の57％が居住して
いることになる。すでに東部最大の都市
であり、これから10年かけて人口が5万人

に達し、州級市になるとみられる。他方、バ
ルーンウルトとチンギスの人口は、チョイバ
ルサンの人口の二倍に満たない程度で、
近年安定的に人口が成長している地域
である。ボルウンドゥルは、8900人の人口で、
東部では比較的人口密度が低い。ボルウ
ンドゥルの主要産業は他の地域のものと異
なる採掘業や製造業であり、中央と鉄道で
接続されている。

地方の中心的なソムについて、ヘンティ
県の16のソムにおける地方の人口は4万
4000人で、スフバートル県の12のソムでは
地方の人口が4万人、ドルノドの13のソムの
地方の人口は、3万4000人である。

ヘンティ県の、ウムヌデルゲル、ビンデル、
ダダルとツェンヘルマンダルは、将来的に
人口増加の潜在力が高いと期待されてい
る。その理由としては、ビンデルやダダル、ウ

5［訳注］ここでは、国境を接する2国間以外の第三国国籍の人・財の通関を国際通関と呼んでいる。

図2　入境、出境者数と交通手段別出境数

出所：ドルノド統計年鑑（2016）

図3　人口と人口分布、人口成長率

出所：モンゴル国家統計局、モンゴル道路開発、中・モ・ロ経済回廊プログラム
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労働力

東部の15歳以上人口（労働力人口）は
15万人以上で、そのうちの8万3000人が
就業者、9700人が失業者で、3万6400人、
2万500世帯に相当する人々が畜産を生業
としており、2800世帯が農林水産、狩猟産
業に従事し、そのほとんどは農業が占めて
いる。それ以外は鉱業と製造業である。就
業者の43.8％はライブストック産業である。

スフバートルは、労働力人口が4万2200
人で、そのうちの就業者の55％にあたる1
万4770人が牧畜業に従事している。ヘン
ティでは5万6670人が労働力人口で、就
業者の45.1％にあたる1万2900人が、牧畜
業に従事している。ドルノドでは、5万8800
人が労働力人口で就業者の30.8％に相

ムヌデルゲルは、もともとの人口が多く、また
地理的にヘンティ山の森林や森林草原区
域にあり、国家特別保護地区に指定され
ているという点も挙げられる。これは農業や
観光にとって優位性を示す点である。ツェ
ンヘルマンダルは、東西の道路沿いの社
会的理由による人口成長とともに、サービス
ステーションの数が多いという特徴もある。

スフバートル県では、全てのソムで人口
成長が標準的である。エルデネトサガーン、
バヤンデルゲル、トゥブシインシレーとムンフ
ハーンは、比較的人口が多く、年間人口成
長率も高い。エルデネトサガーンは広大な
牧草地帯をもち、ビチクト通関所をもつ。ま
たムンフハーンはウランバートル～バルーン
ウルト間の幹線道路沿いに位置している。

ドルノド県のバヤンウール、バヤントゥメン、
ハルハゴルとチュルーンホロートは、人口成
長の潜在力が高いと見込まれている。バヤ
ンウールは、ドルノドで最も人口が多い地域
で、森林・草原地域に位置している。バヤ
ントゥメンは、移住など社会的理由により人
口が成長しており、チョイバルサンに近いと
ころに位置している。チュルーンホロートは、
中国、ロシアと隣接しており、バヤントゥメン
は北部回廊の鉄道に沿ってエレンツァフか
ら国境を抜ける。この鉄道はモンゴル国境
から80km走った先でシベリア鉄道に接続
される。このルートは、東アジアから東シベリ
ア、ヨーロッパに向かう経路である。ハルハ
ゴルは、中国東部の通関所と近い位置に
あり、最も人口の増加が期待されている地
域であるが、近年は、人口の減少が見られ
る。バヤンホシューとスンベルは、国境通関

所がある。「中・モ・ロ経済回廊」の鉄道ルー
トはこの地域を通る計画である。

図4　将来の人口成長に関する潜在性が高いソムの人口数と成長率

出所：モンゴル国家統計局

図5　東部の15歳以上人口と就業率（2017年）

出所：モンゴル国家統計局、モンゴル道路開発、中・モ・ロ経済回廊プログラム

図6　若年人口における人口数と牧畜、失業、他産業従事者割合

出所：モンゴル国家統計局
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産業構造

東部のGDPは2000年以降成長を続け
ており、2017年には1.5兆トゥグルグで、国全
体のGDPの5.6％である。この経済成長率
は、ウランバートルを除けば他の経済地域
よりも高い成長率を示す。GDPの産業別
構成比をみると、鉱業が43.9％、ライブストッ
ク産業が26.8％、製造業が6.1％で農業が
1.5％である。鉱業のGDP比率は、全体の
経済活動よりも高い成長を示しており、製
造業は横ばいを示している。

2017年ドルノドのGDPは8065億7000
万トゥグルグに到達し、これは東部GDP
の51 .4％である。産業別の構造をみる
と、63.5％が鉱業、12.8％が牧畜業であり、
8.7％が他産業、3.1％が製造業で、0.9％が
農業である。スフバートルは4154億9000万
トゥグルグで、東部GDPの26.5％に相当す
る。産業別GDPシェアは、鉱業が42.2％、ラ

当する8700人が牧畜業に従事している。
ドルノドが比較的牧畜業他の就業者の

数が少ないのに対して、スフバートルとヘン
ティは牧畜業を生業としている就業者の
割合が多い。東部ではライブストック産業
が主要産業であり、5人に3人がこの産業
に関わっている。国全体をみると、鉱業従
事者は5万2000人しかいない。

2017年までの3県における失業者は
9600人である。人口ピラミッドの若い世代

（5から10歳と、15から22歳）の部分に目を
向けると、1万7000人から3万4000人が専
門的な技能を習得し経済活動に参加する
ことになる。したがって、新たに供給される
労働力を活用し、地域発展と労働市場の
発展に役立てることが必要である。もしそう
した行動がとられなければ、労働需給のミ
スマッチは、失業率の上昇と人口成長の
減少を引き起こすと考えられる。

イブストック産業が32.2％、他産業が11.3％
で、製造業が6.2％である。ヘンティのGDP
は東部GDPの22.1％であり、3459億9000
万トゥグルグである。産業別シェアは、ライブ
ストック産業が52.7％、製造業が13％、他産
業が16.6％で、農業が4％である。

畜産業

2017年における東部のライブストック数
は、センサスデータによると、2001年から
2.6倍に増加し、990万頭までに達した。内
訳は87万頭の馬、78万頭の牛、1万8100
頭のラクダと502万頭の羊、328万頭の山
羊である。これは馬では国全体の総数の
22.8％、牛が17.8％、羊が16.7％、山羊が
12％、ラクダが4.3％である。東部はライブス
トック産業の発展に適していると考えられ、
生皮、皮革、羊毛、カシミア、肉、生乳の生
産者は軽工業や飼料産業にとって主要な
中間財供給者である。

図5は、ライブストックの総数、過去5年間
の平均成長率、羊毛とカシミアと生皮、皮
革の潜在的な生産可能性をライブストック
の存在分布と重ねて示したものである。ヘ
ンティには440万頭のライブストックが存在
し、ウムヌデルゲル、バトゥノロフ、ガルシャル、
バヤンニグ、ダルハン、ヘルレン、ツェンヘ
ルマンダルが県全体の62％に相当する生
皮、皮革と精肉を供給している。スフバート
ル県は、352万頭のライブストックを有し、バ
ルーンウルト、バヤンデルゲル、ムンフハーン、
ウールバヤンとツフシンシレーが県の肉、生
皮、皮革資源の62.9％を供給している。ドル
ノドは、205万頭のライブストックを有し、バヤ
ンドゥン、バヤンウール、ツァガンオヴォー、ヘ
ルレン、フルンブールは全県の肉、皮革生
産物の61.8％を供給している。

東部ではラクダの頭数が少なく、羊が
主要な資源となっている。ヘンティは、年間
1701.9トンの羊毛を生産することが可能
であり、バトゥノロフ、バヤンフタグ、ガルシャ
ル、ダルハン、デルゲルハーン、ジャルガラ
ンハーン、ウムヌデルゲル、ヘルレン、ツェン
ヘルマンダルにより全県の73％が供給され
る。スフバートル県は年間1437.8トンの羊毛
生産を可能とし、その84％をバルーンウルト、
バヤンデルゲル、ダリガンガ、ムンフハーン、
オンゴン、スフバートル、ツフシンシレー、ウ

図7　各地域における GDP（2000から2017年）

出所：モンゴル国家統計局

図8　各県 GDP の構成（2017年）

出所：モンゴル国家統計局
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ラーン、エルデネツァガーンが供給している。
ドルノド県は、806.3トンの羊毛生産が可能
であり、その42％の生産がバヤンドゥン、ダ
シュバルバル、ツァガンオヴー、セルゲレンで
行われている。

東部の山羊の数は、他のライブストックよ
りも増加率が高く、2000年の3.8倍に達して
いる。カシミアのような高価な財の需要が増
加し価格が上昇していることから、生産者
は、山羊生産の増加を注視している。ヘン
ティ県において、年間275トンのカシミアが
生産され、この56％を、ウムヌデルゲル、ヘル

レン、バヤンフタグ、バトゥノロフ、デルゲルヘ
ニー、ガルシャルで生産している。スフバー
トル県は、年間200トンのカシミアを生産し、
その57％をバルーンウルト、バヤンデルゲル、
ムンフハーン、ツフシンシレー、エルデネツァ
ガーンが供給している。ドルノド県は、年
間106.9トンのカシミアを生産しており、その
55％をダシュバルバル、ツァガンオヴォー、バ
ヤンドゥン、セルゲレン、ヘルレン、チョイバル
サンが供給している。

ライブストックの数は、ゾドの期間の2009
年から2010年があったので、そこからは急

速に増加しているが、1ヘクタールあたりの
数をみると、スフバートルの5つのソム、ヘン
ティの13のソム、ドルノドの2つのソムで100
頭を超えている。ウムヌデルゲルの2，3，7番
バグ（ソムより下位の地域区分）、ヘルレン
の5、7、8番バグ、バトゥノロフの4番バグとビ
ンデルの2番、4番バグがヘンティの農業地
域となり、これらのソムの牧草地域は減少
し、ライブストックの増加により放牧は困難
となると考えられる。

図9　ライブストック総数、牧草地、皮革、羊毛・カシミア等資源賦存地域（2017年）

出所：モンゴル国家統計局、モンゴル国家アトラス

（総数）

（皮革）

（牧草地）

（羊毛・カシミア）
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モンゴル東部の社会経済と発展要因に関する空間的分析

農業生産

穀物生産の8.9％が東部地域であり、そ
のうちの4.4％分にあたる部分がドルノド県
のハルハゴル、3.9％にあたる部分がヘン
ティのウムヌデルゲル、ビンデル、バヤンアド
ラガ、ノロフリン、残りの0.6％部分がスフバー
トル県の、スフバートル、トゥメンツォグトでの
収穫である。

図10に示す通り、多くのソムで野菜や
ジャガイモの生産を行っているが、穀物生
産と比較して、収穫量は少ない。野菜の
生産量は、東部地域で、4.8％を生産してお
り、ヘンティ県では3.2％分、ドルノド県では
1.3％分、スフバートル県では残りの0.3％分
を生産し、ヘンティ県のムルン、ヘルレン、ダ
ダルが200トンを供給している。

ジャガイモ生産の4.4％は東部で生産さ
れ、その2.7％分がヘンティ、1.3％分がドルノ
ド、残りの0.4％分がスフバートルで生産さ
れる。ヘンティ県のヘルレン、ムルン、ウムヌ
デルゲルとドルノド県のツァガンオヴォー、ブ
ルガンは、300トン以上を収穫する。

ヘンティ県の9つのソムの16のバグが
2018年の「183号政府決議」により作物生
産地域となった。この「解決策」は、牧草地
帯と農業生産地域を設定した。農業生産
地は、土壌の肥沃度、平坦度、水資源の
賦存を考慮して、草原・森林地帯により集

中している。

結論

「中・モ・ロ経済回廊」事業は、エレンツァ
フ、ビチクト間、エレンツァフ、スンベル間の
道路、鉄道による貨物、旅客の輸送などの
可能性があり、経済的便益を生み出す。バ
ヤンホシュー、スンベルの国境通関所を利
用した貨物輸送の可能性を考えると、貨
物輸送は、この事業の経済的便益を増加
させると考えられる。現在インフラ事業のた
めに調達済みの投資資金は見当たらない
ため、（6カ国からなる）東アジア国際経済
統合に地理的優位性を活かして参加する
ために「中・モ・ロ経済回廊」事業の実行の
ための資金調達が必要である。

ライブストックの分野は、モンゴル東部に
おいて最も重要である。東部GDPの26.8％
を占め、労働力の43.8％が従事し、その総
量は国全体のライブストックの15％に相当
する。

鉱業はGDPの大きな割合を占めるもの
の、資源賦存量は限られており、鉱業の収
益は、石油精製や、ライブストック由来の製
品加工業など、製造業発展の投資と製造
業や関連産業における5から10年を視野
に入れた新規労働力の養成に投入されて
いる。

牧草地帯の多い地域は、牧畜動物と
家畜動物の混合生産に優位性を持ってお
り、畜産動物の数以上の生産性が考慮さ
れるべきである。さらにライブストック由来の
原材料の供給に際して、鮮度の面からライ
ブストックの健康と供給方法、保管、輸送
の改善に注力されるべきである。輸出デー
タによると、高付加価値かつ多工程産業
のライブストック製品の輸出の機会はある。

ドルノド県のチョイバルサンは、ウランバー
トル、ダルハンやエルデネトの人口に次ぐ
大都市であることから、州級市への昇格
と産業地帯開発の潜在性をもつ。2001
年以降、都市部への移住が劇的に増加
しており、254のソムの人口が減少して
いる（Altanbagana et al. (2016)を 参
照 ）。1995年から2014年にかけて48万
人が地方からウランバートルへと移住し
た（Altanbagana and Kherlenbayar 
(2016)を参照）。これは2016年のウラン
バートルの人口46％に相当する。もしこの
傾向が続くのであれば、2040年には、国全
体の人口の62%がウランバートルに集中す
ることになる（Altanbagana et al. (2018)
を参照）。したがってモンゴル東部における
人口流出の抑止とウランバートルにおける
社会経済的な過熱の状況を回避するため
の十分な政策が求められる。

[英語原稿をERINAにて翻訳]

図10　東部地域の野菜と穀物平均収穫量（2014年から2016年）

出所：「183号政府決議」、モンゴル国家統計局

（穀物）（野菜）
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