
コロナ下のモンゴル外交―2020年

清　水　武　則

1．はじめに

　モンゴル政府は、中国でコロナ感染症が急拡大すると2020年の2月1日から中国からの

入国を禁止し航空路を閉鎖し、その後、韓国、日本と感染の拡大が世界へと急速に拡大す

ると国際便を全面停止してコロナの流入防止の措置を講じた。その結果、2020年の末まで

はモンゴル国内のコロナ感染症の発生を完全に抑え込むことができた。ロシアと中国に挟

まれ、もともと内陸国のハンディーキャップを負うモンゴルが、外国との交流の手段であ

る航空路をすべて停止し、列車による入国も認めないということは、モンゴルが正に「陸

の孤島」になることを意味し、経済的な打撃、特に観光業に与えた打撃は凄まじいものが

あった。2019年は外国人の入国者数は577,346人であったが、2020年には58,859人にまで

減少し 1、観光産業において8万人以上が失職したそうである 2。国民生活は厳しいものが予

想されるが、モンゴル経済全体でみると、銅、石炭の輸出が順調であったことから2020年

の輸出額は前年度比0.6％減にとどまった 3。物資の輸入額が大幅に減少しているため外貨

は着実に蓄積されており、2020年12月末には45億ドルに達し、外貨準備高はこれまでで

最高を記録した。しかし、鉱山に支えられるモンゴルという姿がコロナで一層鮮明になっ

ている。鉱物の輸出先は中国であり、経済における中国への依存が経済だけでなくモンゴ

ルの政治社会の在り方にも大きく影響をもたらしていく懸念がある。コロナは文字通り外

と交わるべき外交にとってもいずれに国にも厳しい試練をもたらした。しかし、この厳し

い状況の中でも、したたかにモンゴル外交が展開されていたという事実は記録に残す価値

があると思われたので概略をまとめてみた。

　

2．総論

（1）2020年のモンゴル外交は、コロナ下という制約の中で、日本をはじめ中国、ロシア、米

国といったモンゴルの政治経済に重要な影響を及ぼす諸国との間で巧みな外交を展開した

ことが特徴である。

例えば、
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  ①  米国・日本と外交実務者協議（1月10日）の翌月には、大統領の訪中

  ②  中国の外相を迎え入れた後にはすぐにモンゴル外相がロシアに飛んでいきロシアとの

外相会談を行う、

  ③  中国外相から間をおかず、日米の外相の訪問を入れる

  ④  米国国務長官の来訪（結局実現せず）の後すぐに日本の外相の訪問をもってきて、第

三隣国の存在をアピールする、

　このように、モンゴル外交が綿密に計算された戦略の上に実施されていることがわかる。

（2）その中でも、最も着実、堅実な外交が展開された相手国が中国と日本であった。

　特に、中国については、モンゴル財務大臣訪中、大統領訪中、外相間電話会談（モンゴル

側は前大臣）、中国外相の来訪、外相間電話会談（モンゴル側は新大臣と2回）と、ハイレベ

ルの外交が展開された。両国がお互いに関係強化を意識していることが伺える。また、モ

ンゴル外務省の中国専門家エンフタイバン氏が外相に就任したことも中国のモンゴルへの

関心を高める要素になったかもしれない。

　日本については、外相間の電話会談、防衛大臣間電話会談、外相訪問（2年連続）とコロ

ナ下での厳しい条件の中で、戦略的パートナーシップの重要目標である要人対話が継続し

て行われたことは評価に値する。第三隣国からは2020年の唯一の閣僚訪問国となった。

　外務省が2019年11月にモンゴルで行った対日世論調査においては、今後の重要なパー

トナーとして日本はロシアに次いで第二位を占めている（ちなみに米国は三位、中国が四

位）。日本と友好関係にあると認識する国民の比率は87％と極めて高く、27％が日本への

留学を希望しており、留学希望先としても第一位であった。このような良好な関係を、茂

木外相のモンゴル訪問は更に強化するものであり、両国関係が順調に発展していることを

表していると思われる 4。このように両国関係がコロナ下でも順調に維持できているのは

2019年12月に着任した小林弘之大使が外務省においてモンゴル専門家でありモンゴル側

とのコミュニケーションがうまくいっている証であろう。

　　

3．中国との外交

　中国は、金の輸出を除けば、モンゴルの銅精鉱や石炭といった主要資源の輸出をほぼ独

占する国であり、その代金がモンゴルの外貨獲得上極めて重要な地位を占めている。それ

ゆえに、中国はモンゴルの死活を握っていると言っても過言ではない。民主化以前のモン

ゴル貿易に占める中国の割合がわずか5％程度であったことを考えると、民主化から20年
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を経て、中国の存在感が完全に以前のソビエト連邦にとって代わったこと、それに伴って

中国の存在感が飛躍的高まっていることは容易に推測できる。2020年度の中国との主要

外交は次のとおり。

（1） フレルバートル財務相は、1月20日、中国輸出入銀行の射平副総裁と北京で会談し中

国がコミットしていた約10億米ドルの中国借款を活用した中央下水処理場に係る融

資協定に署名した。中央下水処理場の老朽化による近隣の悪臭被害は首都の生活イン

フラ案件の中で最も市民の期待が高い案件であったが、中国が右解決に協力すること

になった。

（2） 2020年対中外交の中で最も注目されるのは、2月27日に実施されたバトトルガ大統領

の訪中である。同大統領は2017年の大統領選挙で、モンゴル第一主義を打ち出し、国

民の間の反中国感情をもうまく利用して票を伸ばした人である。中国でコロナウィル

ス感染が急速に拡大し、深刻化した時期に訪問する意義について、モンゴル側は、習

近平国家主席を通じて、コロナ感染症で苦難と試練に直面する中国国民に対してお悔

やみを表明し、「苦難にある時こそ友の価値が分かる」という諺を引用し、モンゴル政

府が中国を支援するために「永遠の隣国に心の支援」キャンペーンを行っているほか、

民間でも募金活動を行い中国に寄付したこと旨述べている 5。また、モンゴル国民から

として3万頭の羊を贈呈する意向を表明した。習近平国家主席からは、中国が国難に

直面している中でバトトルガ大統領が訪中した最初の外国要人となったことに謝意を

表明した。注目されたのは日帰りの訪問だったことと帰国後大統領は、政府が定めた

規則に従い2週間の自宅待機を行ったことであった。この訪問を両国は「隣国間の友

好関係を示す」モデルだと意義付けている。バトトルガ大統領の訪問は時期的な状況

からか日帰りであったことなど通常の国家元首の訪問の形式をとっていないなど極め

て意外な訪問であり、中国側にとっては意義があることは認められるが、バトトルガ

大統領側にいかなる外交的メリットがあったといえるのは評価が分かれるところであ

る。

（3） 8月5日には、モンゴル・中国の外交当局間の戦略会議オンライン方式で行われ中国側

から外交部羅照輝アジア司長（アジア局長）、モンゴル側からムンフジン副外相が出席

した。会議でコロナ対策での協力関係の構築、ハイレベルの対話の継続、貿易、経済交

流、投資促進などが話し合われた。中国側から国境検問所における通関手続きの緩和

化により貿易拡大と経済交流の活性化を図りたい意向が述べられた。発表分には一切
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言及されていないが、最も重要なテーマは次に述べる王毅中国国務院委員兼外相のモ

ンゴル訪問の準備会合の役割を果たしたものと推測される。

（4） 王毅外相はエンフタイバン外相の招待により9月15日から1泊2日でモンゴルを公式

訪問した。エンフタバン外相は外務省の中でも長く中国関係に従事した中国の専門家

である。王外相はモンゴルがコロナ流入を防止するため高度警戒態勢をとって以来の

初めての外国要人の訪問となった。両外相は包括的・戦略的パートナーシップの強化

等両国の関係強化について意見交換したが、訪問の成果としては、モンゴル・中国国

境検問所の規則に関する協定の改正、経済・技術協力協定、外務省間の2021年－2022

年度協力計画、中国への小麦輸出に関する検疫検査に関する当局間協定が署名締結さ

れた。国境検問所に関する協定の改正により、ザミンウデ・二連鉄道検問所以外に、ガ

ショーンソハイルト・ガンツァモド、シベーフレン・セヘ―、ビチクド・ズンーンハタ

ワチという鉄道検問所が開通することになった。

 　中国政府は内モンゴルにおけるモンゴル伝統文字教育の中止を決定して世界中の

モンゴル民族にショックを与えたが、今次外相会談では、お互いに相手国の内政問題

に干渉しないことで合意されたと発表された 6。モンゴルは2020年に国家ビィジョン

2050を発表し、誇りとしての民族文字を保護するという国家方針を制定したばかりで

ある。モンゴルにおいてモンゴル伝統文字は普及しておらず、唯一内モンゴルでの教

育がその伝統をつないでいる。モンゴルは、2016年のダライラマのモンゴル訪問に対

しても中国の圧力に負けた。そして、今回も中国に譲歩した。中国は7億元の無償協力

も約束したそうであるが、モンゴルにおおける中国のプレゼンスの高まりが、結局モ

ンゴルにおける民主主義を後退させる要素になっていることだけは間違いない。スフ

バートル広場には数百人が集まり抗議デモが実施されたことは記録に残すべきであろ

う 7。

 　王毅外相とエンフタイバン外相は、その後12月15日にも電話会談を行って、コロナ

感染症の中でも、モンゴルと中国とのハイレベル対話が実施されたことを評価し、国

境検問所での地下資源の通関正常化に向けて緊密な連携を図っていくことで合意し

た。中国専門家のエンフタイバン外相は内閣総辞職を前にお別れの挨拶を送ったとい

うのが真相ではないかと思われる。

 　以上の他は、12月11日にモンゴル・中国の運輸担当閣僚会議が開催され、新規開設

の国境検問所の接続問題やザミンウデ検問所の能力向上問題のほか、両国間の自動車
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輸送に関する協定の更新が合意された。2020年度のモンゴル中国の基本的外交課題

は、コロナ感染症対応、鉄道輸送問題、経済協力の三点であったと要約することがで

きよう。

4．ロシアとの外交

　ロシアとの関係は1月24日にウランバートルにおいて局長級レベルの第4回モンゴル・

ロシア外務省政協議が行われた。これに先立ち、モンゴル、米国、日本の外務省局長レベル

会合がワシントンで可功されている。

　中国の王毅外交部長（外相）を9月15日から16日までモンゴルで迎えたエンフタイバン

外相は、直後の9月21日から22日にかけてロシアを公式訪問した。エンフタイバン外相に

とっては初のロシア訪問である。中国専門家として中国寄りではないかとの目で見られや

すい「エ」外相だけに、隣国との間でバランスをとる外交を進めたいということであろう。

モンゴルとロシアとの間では中国との間で2016年に締結されたと同様の「包括的・閃絡的

パートナーシップ」協定が、3年後の2019年9月にバトトルガ大統領とプーチン大統領と

の間で署名されている。今次外相会談では、同パートナーシップの拡大を改めて確認した。

また、2021年は両国が外交関係を樹立して100周年を迎えることもあり、100周年記念の

首脳会談を行うことで合意した。また、両国は2021年を経済強化年とし、ガスパイプライ

ンの可能性調査、モンゴル・中国・ロシアの経済回廊構築のための事業促進についても合

意した。また、モンゴル・ロシア合弁企業であるウランバートル鉄道の運営強化・鉄道基盤

の改修に必要な資金の解決、エネルギー分野の協力拡大についても合意した。

　「エ」外相は、ロシア訪問中ゴルデーエフロシア副首相を表敬したが、同副首相より、国

会、政府機関、民間企業の代表からなる協力メカニズムを構築する提案がなされた。その

他、スレプニョフ・ユーラシア経済員会理事（通商担当）やイェビトホブ産業貿易大臣代行

と会談したが、ロシアの首相や大統領との表敬がなかったことは注目される。

　2020年のロシアとの記録されるべき主要外交が本件だけだったことに、ロシアの影響力

の低下が如実に表れていると思われる。

5．日本との外交

　2020年に入った早々の1月10日、米国のワシントンで、第4回モンゴル・日本・米国3カ

国の外交実務当局者協議が開催された。モンゴルも含めた日米で参加国が関心を有する地

域の課題やモンゴルの協議するメカニズムである。モンゴルからダム ディンスレン・ダ

ワースレ ン外務事務次官、日本から 滝崎成樹外務省アジア大洋 州局長、米国からディビッ 

ド・スティルウェル国務次官補（東アジア・太平洋担 当）が出席した。この対話メカニズム
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はモンゴルの要望で実現したもので、知名度は低いが日米のモンゴルに関する協力メカニ

ズムとしての意義がある。共同発表においても「北朝鮮の安保理決議の完全履行」、「モン

ゴルがとっている第三の隣国外交」、「開かれたインド太平洋構想の枠組みでの関係強化」

など、3カ国がそれぞれに最も関心のある事項を盛り込んだ。米国は2019年日本と同じく

モンゴルとの関係を戦略的パートナーシップに格上げしたことを説明し、日米がマネー

ローダリング対策の能力強化に対して支援を行っていくことが表明された。また、西側諸

国に不安のあるモンゴルの投資環境については、法の予測性、特に、ビジネス関係の法令

の突然の変更や外国企業に対する圧力などの課題があることを踏まえ、透明性と一貫性、

法律の遵守を強化することを通じてビジネス環境を改善することが、モンゴルへの投資発

展につながる旨改めて確認された。次回協議はモンゴルで開催される 8。

　5月22日、ダムディン・ツォグトバータル外相は、日本の茂木敏充外相と電話会談を 行っ

た。両外相は新型コロナウイルス感染症の現状と防疫対策について協議した。茂木外相は

モンゴルの新型コロナ ウイルス感染対策について高い評価を示し、モンゴルに対して経済

危機を克服するために緊急財政支援と無償資金援助を行う考えを表明した。ツォグトバー

タル外相は、日本政府による 支援と国際機関を通じての医薬品提供に深い謝意を表明し

た。また、両外相は2022年に迎えるモンゴル・日 本外交関係樹立50周年に向け戦略的パー

トナー シップを一層深めていく方針で一致した。

　6月1日には、ニャマー・エンフボ ルド国防大臣が河野 防衛大臣とテレビ会談を行った。

両大臣は、感染防止取組や防疫対策について意見交換したほか、地域情勢と二国間の防衛

協力・交流についても話し合った。両大臣は、二国間の防衛協力・交流が要人の双方訪問と

当局対話、軍事教育等で確実に進んでおり、日本の自衛隊が実施するモンゴル軍能力向上

プロジェクトの一環で、施設技術能力と衛生分野での協力を引き続き行っていくことで合

意し た。

　コロナにより二国間の交流が停止状態に入る中で、6月17日、小林 弘之駐モンゴル日本

国特命全 権大使とダムディン・ツォクトバータル・モンゴル外務大臣との間で、無償資金

協力2 件（保健・医療関連機材整備 及び人材育成のための支援）に関する交換公文の署名

が行われた 9。合計額は12億4900万円で内訳は、

　①感染症対策及び保健・医療体制整備のための支援（無償資金協力「経済社会開発計画」）

　　【供与額10億円】
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　モンゴル国に対し，救急車，高濃度酸素発生器等の保健・医療関連機材を供与することを

通じて，同国及び国際社会全体における感染症対策及び保健・医療体制の強化に寄与する。

　②若手行政官の我が国大学院への留学支援（無償資金協力「人材育成奨学計画」）

　　【供与限度額2.49億円】

ア　モンゴルでは，産業構造の多角化等の開発課題を扱う政府機関・関係省庁の統治能力

の向上及び制度構築を担う良質な人材の育成が大きな課題となっており、若手行政官等が

日本の大学院において学位（修士・博士）を取得することを支援するもの

イ　今回の協力により，最大16名のモンゴルの若手行政官等が我が国の大学院に留学でき

ます。この協力により育成された人材が，将来モンゴルの各分野で同国の開発課題の解決

に貢献することに加え，我が国とモンゴルの相互理解や友好関係の増進に寄与することが

期待される。今回の協力では修士、博士コースに最大16名が留学できる。 同留学プログラ

ムにより、こ の20年間で、346人の若手公務員が日本の大学で学ぶ機会を与えられた。モ

ンゴルでは、政権交代の度に、公務員の更迭が行われるという制度的な問題以外に、海外

で学んだ公務員が、給料が安い公務員の仕事に定着しないという深刻な問題がある。日本

親派の育成は悪いことではないが、一度、これまでに受け入れた公務員がどのような職業

についているのか調査してフォローアップすることも必要ではないかと思われる。

　日本とモンゴルとの関係で2020年のハイライトは、10月9日から10日に行われた茂木

外相のモンゴル訪問であった。2019年には河野外相（当時）が日本の無償資金協力で建設

された教育病院の引き渡し式出席するためモンゴルを訪問した。日本の外相が二年連続し

てモンゴルを訪問したのは両国の外交史上初めてのことであったし、コロナで要人往来が

制約される中、第三の隣国群の中から最初の要人訪問が日本であったことは、日本のイメー

ジアップには効果的であった。茂木敏充外務大臣は、訪問最初にフレルスフ首相を表敬訪

問した。 フレルスフ首相は、日本の茂木外務大臣の訪問がモンゴル・日本戦略的パートナー

シップ関係の更なる発展の証だと指摘し、「第三の隣国」の日本と協力関係を全面的に強化

する意志を伝えた。右観点から、フレルスフ首相はモンゴルの経済を多角化すること、輸

出用の産業分野に日本の融資、技術機械の導入の重要性 を強調した。茂木外相は、両国の

関係協力の更なる発展を強化するにはハイレベ ル訪問回数を維持すること、貿易、経済関

係の拡大が最優先の目標である旨指摘した 10。
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　エンフタイワン外務大臣との会談では、①2022年の外交関係樹立50周年を盛大に祝う

こと、②2021年から2025年までの戦略的パートナーシップの新たな中期行動計画を策定

すること、③繰り返し言われてきたことであるが、北朝鮮問題への対応をはじめとする地

域の問題での協力関係の継続について再確認され、コロナにより経済的な打撃を受けてい

るモンゴルを支援するため250億円の緊急支援円借款を供与する交換公文への署名が行わ

れた 11。

　10日のバトトルガ大統領の表敬においては、大統領より、国交樹立50周年を迎える中で

経済、貿易レベルが依然低いままであることが指摘され、2015年に締結されたEPAを最大

限に活用して投資の拡大を茂木大臣に要請した。

　今次訪問では、日本の円借款によって建設され、日本の企業が株式の51％のマネジメン

ト権を取得したウランバートル新国際空港の円滑な開港・運営に向けて、大統領以下に要

請を行った。新空港の開港は本年7月1日に予定されている。

　実は、米国のポンペオ国務長官は10月6日に日本で開催される日、米、豪、印外相会議に

参加した後モンゴル訪問する予定であった。トランプ大統領がコロナウィスルスに感染し

たため、東アジア外遊の内、韓国、モンゴル部分を急遽キャンセルしたが 12、本来であれば、

7日に米国国務長官が訪問し、その直後に日本の外務大臣が訪問するという、日米連携、第

三の隣国の存在感を高めるシナリオができていたわけである。

6．米国　

1月9日、訪米中のダワースレン外務事務次官が、ホワイトハウスの国家安全保障会議の

ホーカー・アジア上級部長と会談した。両国が締結した透明性に関する条約、第三隣国と

の貿易推進に関する法律、マネーロンダリング防止等で協力関係強化で合意した。

10月6日、ポンぺオ国務長官がハルトマー・バトトルガ大統領と電話会談し、訪問が延期

されたこと 国務長官のモンゴル訪問が延期 に対しお詫びを述べた。大統領はモンゴル国

が「第三隣国」、戦略的パートナーシップ関係にある米国を貿易、投資の重要なパートナー

国であると認識しており、経済発展のために両国の協力関係を更に深化させる希望を表明

した。 例として、合衆国議会に上程された「第三隣国貿易 に関する法案」が両国の貿易促進、

衣服および繊 維産業の発展を促進し、女性雇用推進に貢献するものであること旨述べた。

　合衆国議会において米国・モンゴ ル議員連盟の提案により、今年9月4 日に米国下院に

提出された「米国・モンゴル間戦略的パートナーシップ 強化」決議案は12月7日付けの米
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国下院本会議で採択された。 決議案には、両国の協力関係、2019年の戦略的パートナーシッ

プ協定の締結、経済協力拡大のロードマップ、ミレニアムチャレンジ公社との第2次契約、

透明性に関する協定、防衛分野の協力等両国間の懸案事項が記載されている。また、米国

政府や関係機関に対してモンゴル支援を呼びかける一方で、モンゴル側に対しては、モン

ゴルの民主化の発展には自由、公正で信頼のおける選挙制度の維持が必要として、法改革

の継続、制度的能力の向上や独立性の向上が必要として改善を求めている。米国議会でこ

のような決議が出た背景は在米モンゴル大使館のロビー活動が奏功したもので、モンゴル

の外交力の表れであろう。

　トランプ大統領のコロナ感染のためにポンぺオ長官が日本だけの訪問で終わり、モンゴ

ルに行けなかったことは上述した。実は日本滞在中NHKのインタビューの中で以下の重

要な発言をしたがNHKが報じていなかったことが、国務省が公開したインタビュー記録

から判明した 13。モンゴル訪問が明らかに中国を意識していることが裏付けられると思わ

れる。

“The people inside China, too, are being treated very badly for the vast – the forced 

sterilization of women in Xinjiang or the inability of Mongolians inside of China to simply be 

who they want to be”（新疆の女性への強制的な不妊手術や、中国国内のモンゴル人が

なりたい自分になることができないなど、中国国内の人々もまた非常にひどい扱いを

受けています）

7．モンゴル外交2020年主要年表（モンゴル通信等から抜粋）

1月10日：米ワシントンD.C.において、第4回モンゴル・米国・日本協議が開催され、モン

ゴルからダムディンスレン・ダワースレン外務事務次官、日本から滝崎成樹外務省ア

ジア大洋州局長、米国からディビッド・スティルウェル国務次官補（東アジア・太平洋

担当）が出席

1月24日：第4回モンゴル・ロシア外務省間政策協議会　

1月20日：チメド・フレルバータル財務相が同日、中国・北京市にて中国輸出入銀行の射平

副総裁と会談

1月27－29日：バトトルガ大統領のノルウェー訪問

1月28日：第1回モンゴル・アルジェリア外務省間協議会を開催

2月27日：ハルトマー・バトトルガ大 統領が2月27日、中国を日帰りで訪問し、習近平国

家主席と会談
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5月2日：ダムディン・ツォグトバータル外相が日本の茂木敏充外相と電話会談

6月1日：ニャマー・エンフボ ルド国防大臣が日本国の河野防衛大臣とテレビ会談

6月11日：モンゴル・シンガポールが外交関係樹立50周年を迎え両国外相はテレビ会談を

実施

6月10日：ダムディン・ツォグトバータル外相が経済協力・開発機構（OECD）がこの日に

開催した「中央アジア民間セクター復興支援」を議題の閣僚級テレビ会議に出席

6月12日：ダムディン・ツォグトバータル外相がカナダのフランソワ・シャンパーニュ外

相と電話会談

6月17日：17日、外務省において小林 弘之駐モンゴル日本国特命全権大使とダムディン・

ツォクトバータル・モンゴル外務大臣との間で、無償資金協力2 件、保健・医療関連機

材整備など「社会開発計画」及び若 手行政官等の人材育成のための「人材育成奨学計

画」で、 合計12億4900万円に関する交 換公文書の署名を行った。

7月10日：中国の王毅外相と電 話会談を行った。 電話会談は、王外相がエンフタイワン外

相の就任を受け、お祝いを述べたいとの要請で実施

7月17日：ニャムツェレン・エンフタイワン外務大臣がトルコ共和国のメヴリュット・チャ

ヴシュオール外務大臣とモンゴル・トルコ外相電話会談を実施

8月13日：ニャムツェレン・エンフタイワン外相が同日、サウジアラビア王国のアーディル・

ア ル・ジュベイル外務担当国務相と電話会談を行った

8月5日：第5回モンゴル・中国の外務当局間の戦略協議会がオンライン会議方式で行われ

た。先方から中国外交部の羅照輝アジア司長、モンゴルからバトスンベル・ムンフジ

ン副外相がそれぞれ代表して出席

9月15－16日：ニャムツェレン・エンフタイワン外相の招請により、 王毅中国国務委員兼

外相が9月15日～ 16日にかけて ンゴルを正式訪問した。

9月21日－22日：ニャムツェレン・エンフタイワン外相はロシアを正式訪問した。同訪問

はエンフタイワン外相のロシアへの初訪問である。

9月23日：バトトルガ大統領が創設75周年国連総会にオンラインで出席。

9月28日：カザフスタンの最大都市アルマトイ行きのウランバートル発直行便が初運航

10月2日：モンゴル製油所公社がジー・エム・エス・プ ロジェクズ・インディア社と設計エ

ンジニアリング、調達、建設を一括した非工場用 建物の設備建設工事プロジェクトに

関するERC契約をオンライン形式で結んだことを発表 

10月4日：バトスンベル・ムンフジン副外相は、 オーストリア連邦欧州・国際関係省のペー

ター・ラオンスキー・ティエッフェンタル事務次官と電話会談

10月6日：ポンぺオ国務長官がハルトマー・バトトルガ大統領と電話会談
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12月3日：第20回モンゴル・欧州 連合（EU）間の協力協議が行われ、 モンゴル側からはニャ

ムツェレン・エンフタイワン外相、EU側からはグンナー・ウィーガンド欧州対外活 

動庁アジア太平洋局総局長が長を務め、政治、経済、貿易、開発協力、 人権、自然環境、

エネルギー、人道 交流等について議論

12月3日：第7回モンゴル・インド間協力協議が オンライン方式で開催され、モンゴル側か

らはロブサンナムスライ・オユンエルデネ内閣官房長官、インド側からはスブラマニ

ヤム・ジャイシャンカル外相が長を務めた。その他、ゲレン・ヨンドン鉱業・重工業相、 

ロブサン・ハルタル道路・運輸開発相、バトス ンベル・ムンフジン副外相も出席

12月4日：アジア開発銀行（ADB）は12月 4日、モンゴル経済統合報告書「モンゴル経済の

今後の動向：2大国に挟まれる豊かな資源を有する国」を発表

12月3日：ニャムツェレン・エンフタ イワン外相がオンライン方式で開かれた第27回 欧州

安全保障協力機構（OSCE）閣僚級会合へ出席し、地域安全保障について演説OSCE閣

僚級会合には、40カ国の外相が出席 し、ウクライナ危機とナゴルノ・カラバフ紛争に

ついて議論した。

12月4日：ニャムツェレン・エンフタイワン外相がフランソワ＝フィリップ・シャンパー

ニュ・カナダ外相とテレビ会談

12月7日：合衆国議会における米国・モンゴル議員連盟の提案により、今年9月4 日に米国

下院に提出された「米国・モンゴル間戦略的パートナーシップ 強化」決議案は12月7

日付けの米国下院本会議で採択

12月9日：第9回モンゴル・ベトナム外務省間協議 が開かれ、外務省からはバトスンベル・

ムンフジン副外相、ベトナムからはレ・ホアイ・チュン副外相が出席し、両国間の友好

関係と政治対話、相互理解の醸 成、貿易、投資、経済協力促進について協議

12月11日：モンゴル・中国の運輸 閣僚級対話が開かれ、モンゴルから はロブサン・ハルタ

ル道路・運輸 相、中国からは李小鵬・交通運輸相 が出席し、モンゴル領のハンギ検問 

所設置について協議

12月12日：地球温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」採択から5 年を迎える12月12日、

首脳級「気候野心サミット」がオンラインで開かれ、バトトルガ・ハルトマー大統領を

はじめ75カ国の首脳が2030年まで の二酸化炭素排出量削減と脱炭素化への決意を表

明した。

12月15日：外相、中国の王外相と電話会談 ニャムツェレン・エンフタイワン外相 は12月

15日、中国の王毅外交部長（外 相）と電話会談を行い、戦略的パートナーシップに向

けて両国関係が確実に発展していることを確認した。

　　　　　　　　　　　　　　　　（中央大学特任教授・千葉工大特別教授）
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