
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

モンゴルの環境の現状(翻訳)

Zambyn Batjarga; 古川, 彰

Zambyn Batjarga ...[et al]. モンゴルの環境の現状(翻訳). ヒマラヤ学誌
1994, 5: 169-176

1994-12-03

https://doi.org/10.14989/HSM.5.169



ヒマラヤ学誌� No.5 1994 

モンゴルの環境の現状� 

Dr.Zambyn Batjargal 

Minister of Nature and Environment of MONGOLIA 


翻訳古川 彰(中京大学社会学部)


モンゴル国は1990年に社会主義を放棄し、現在急速な自由化が進行中である。それにともなってこれ

までほとんど明らかにされてこなかった様々な国内事情があきらかにされつつある。環境問題の現状
についても少しづつではあるが調査研究がすすめられて、� 1992年6月にはリオ ・デ・ジャネイロの国
連環境開発会議にモンゴJレ代表も参加しモンゴルの環境問題に関する意見陳述をおこなった。ここに

掲載したものは、その直後の� 9月にソウルで開かれた"92SEOUL SYMPOSIUM UNCED AND 
PROSP配� TON百IEENVIRONMENT AL阻� GIMEINTHE 21st CENTURY刈こおいて環境大臣がおこなっ
た報告の全文である。ただし図は省略した。

モンゴルの気候

モンゴルは、東経87'44' と119'56'の聞の

中央アジア高原の北の部分に位置している。モン

ゴルの緯度(北緯41'35' と52'09' の間)は、

ほぼ中部ヨーロッパあるいはアメリカの北部の州

のそれと同様である。国土面積の半分は1400m以

上の所に、� 75%は1200m以上の所に、� 85%はl∞o 
m以上の高地に位置する。領土の絶対平均高度は� 

1580mである。

気候は、際だつた大陸性であり、季節の区別が

はっきりしており、年聞を通じて日中の温度の変

動が高く降雨量は少ない。モンゴルの気候は高い

標高の故に、一般的に同じ緯度の国々の気候より

も寒い。モンゴlレの南東部の平均気温は 20C~4 'C

であり、一方北西部のそれは一 70C~-50Cである。 

1月の絶対最低気温は -45 'C ~-53'Cであり、ま

た7月の絶対最高気温は +40'C~ +450Cに達する。

海洋からかけ離れておりかっその気温の緩和作

用の影響から隔離されているために、気温の変動

は年間及び日間共に極端にはなはだしい。一日の

気温の変化は30'Cにも達し、また冬季の平均低温

と夏季の平均高温の聞の温度差は、東欧の25'Cと

いう範囲に比べて50'Cを超えている。

降水量は一般に少なく、南端(ゴピ砂漠地方)

においては年間50mm以下で、北の限られた地域

では、年間500mmを超える範囲である。

降水量のおよそ 86~96% は、 4月から 10月に至

る連続した暖かい季節に降り、その内の 66~78%

は7月と8月の2ヶ月間だけに降ってしまう。

モンゴル全域の平均降水量の230mmp.a (気象

学的測定法から求められた降水量では217mmを意

味する)は、平均361.1Km3の雨水に換算される。

この総量の内およそ90%は蒸散によって大気中に

復帰する。この値は世界中の他の地域に比して極

端に高い値である。残りの10%のうちの63%は表

面流水となる。この表面流の構成要素の大部分� 

(95%)は国土から流出し、一方ほんの僅かの部

分が自国の湖や盆地に流れ込む。約36%が大地に

浸み込んで地下水流に寄与する。以上のごとく、

年間総降水量のうちたったの3%程度が補給用の

水分として地中に浸透して、大地の水分または地

下水の形成用の水資源として潜在的に有用なもの

となる。この割合は、少なくとも 30~40%以上の

有効な降水が残留する他のアジア地域の水のバラ

ンスと比較すると非常に低い割合である(例えば、

ロシアのアムールやエニセイ川の流域)。

低降水量、長い冬� (10月から4月迄の)、短い成

長の季節 (5月中旬 ~9月半ばまで)及び非常に大 
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きい温度の変動のすべてが、国土の型と水資源の

使い方に影響を与えている。

モンゴルの土壌

道路や輸送網、発電設備、学校等の社会基本設

備、開墾地、過剰な放牧によって退化してしまっ

た放牧地、あるいは伐採や焼却された森林地帯等

によって占められた国土は別にして、国土の大部

分はまったく自然なあるいは半自然の状態にあ

る。

主な土壌のタイプは乾燥したステップ(草原)

の茶色の土壌で、それは国土のおよそ40%を占め

ている。他の大部分の土壌のタイプは、褐色の不

毛のステップ及び灰褐色の砂漠の土壌である。

高地と降雨量の分布及ぴ土壌のタイプの組み合

わせが、モンゴル内においては6種類の明確に区

分される植生帯を生成している。これらの植生帯

は高山の凍土帯(ツンドラ) (全面積の 3%)、山

岳地の常緑針葉樹林地帯 (4.1%)山地のステッ

プ (25.1%)、草原地帯 (26.1%)、砂漠のステッ

プ地帯 (27.2%)及ぴ砂漠地帯 (14.5%)である。

農耕に適し (1，700，000ha)牧草の生産に適する 

、2とみなされる面積は、全地域のha)，以削0，∞(2 
5%以下である。

耕土は一般に暗褐色と褐色の土壌で、それは典

型的な自の細かいポロポロした沈泥状の土壌であ

り、およそ20~30cmの深さの層であり、 3~4%

の有機物質を含有し、かつpH(酸性度)は 6.0~ 

7.0である。およそ 124、3∞，∞Ohaすなわち国土面

積 の  79%は草原によって覆われ、また  

15，α)()，倒的haは森林と潅木によって覆われている。

砂地の面積は約4、400、OOOha(国土面積の3%)

ゴJレ農業の主たる分野であり、また囲内の牧草地

上の総農耕地は、広大な半遊牧地用牧草地帯で占

められている。

モンゴルの伝統的な農業はほとんどすべてが、

共有地上での個人牧者の放牧による放牧家畜の生

産を基礎にしている。このシステムは千年このか

たほとんど変化していない。その古さにも拘らず

その制度は、人と家畜が彼らの主な資源である中

央アジアのステップの広大な公共の草原と平衡状

態を保つ為には、非常に安定したシステムであっ

た。それは放牧の権利と牧草地の保護の公平を満

たす為の、人民と土地管理の聞の複雑な相互関係

を伴った、高度に発展しかっ組織化されたシステ

ムであった。そのシステムは常に十分な牧場の供

給、冬期に備えた予備の牧草地の保護や、外圧に

対して柔軟に対応できる能力を維持し、また群達

の中のより高齢な動物たちに食料の供給を維持し

て、より大きな生き残りの能力を持ち続けさす為

の牧草のストックを持つ為に、ラクダや、馬、牛

及ぴ山羊の入り混じった群達を獲得するために、

可動性に重点を置いたものである。

中央の計画の結果として、現在の家畜動物の構

成は、さらに危険な基礎の上で運営されるように

なった。一方、より大きな専門化によって、別々

の家畜群のより緊密な管理ができるようになる一

方、家畜の生産能力を最大限にするために、繁殖

用の雌の割合が増加してきたのである。

これは、"人工の生態系"のような現在の家畜

動物の構成は、伝統的なそれ(半自然態)よりも"

さらに若いもの"であり、かっその故にある種の

外圧及ぴストレス(気象条件、食料供給等)に対

して一層敏感になっていることを意味する。

の土地は定Oha，∞，4と見積もられ、またぎっと 300

住地、耕作された農地及び社会的基本設備(イン 気候と農畜産業

フラ)によって占められている。その残りの土地 気候については、それはモンゴルの農業をめち

は、水、氷河及ぴ岩石地帯で覆われている。 ゃめちゃにする要素である。それは高度の湿度不

足、低い空気湿度及び低い水準の光の投射エネル

農資産業 ギーにを特徴とする。 260日 (3000時間以上)の

、すなOha，∞0，∞農作物生産用地の総面積は 125 

わち国土面積の80%と見積もられる。この面積の 2∞0時間を超えることは稀であり、またある地域

大部分は広大な牧草地に使われている。総農耕適 では 1∞0時間以下である。冬には雪の覆いは土壌

日照にも拘らず、 10.Cを超える熱単位の投射は、 

と見積もられる。その内のおよそOha，∞，1地は 300

800，000haが毎年作付けされている。牧畜はモン として有効生育助長の期間は短かく、高度及び場 
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所により 70~130日と変動するが、一般的に80~ 

100日程度である。その上に夏の聞においでさえ

も温度が急激に降下し、特に季節を選ばない降霜

が収穫物の1O~30%の間の損失を引き起こしてい

る。さらに、春から夏にかけての干ばつが、ゴピ

地方においては5年に一度は起きている。また10

年に1回は国土の他の大部分に起こっている。

これらのすべての気象条件は、モンゴJレにおけ

る再生可能な天然資源の再利用の重大な限界に結

びついている。自然の生態系は比較的にもろく、

人類の活動による退化作用に対して高度に敏感で

あり、また元に戻るのは緩慢である。腐食土の生

成率や、植物の再生や成長力は全国的に非常に低

い。その結果、農作物生産量及び家畜生産量は同

緯度の他の国々に比べて非常に低い。。

No.5 1994 

が、侵食作用の為に失われてきたと見積もられる。

モンゴルの全耕作地の半分は、侵食作用のある段

階まで漸崩していると考えられる。耕作用の新し

い土地の大部分は、飼料用の牧草地であり、そし

てこの地域のかなりの割合は危機に瀕しており、

かつ環境的に農作物の生産には不適である。

最近40年間を通じての毎ヘクタール当たりの作

物の年間収穫高の年間変動及び緩慢な増加はこの

事実を裏付けているものと思われる。

第2に、牧畜業、特に不毛のあるいは半不毛の

地帯での牧畜業は、土地の侵食の一つの重大な要

因である。

すべての地域において放牧による圧迫は、居住

地に近い所で最大である。その牧草地が支え得る

能力は、しばしば植物の種類の構成の退化及び土

壌の侵食をもたらす最大の放牧による圧迫を受け

土嬢の侵食

モンゴルにおける土地資源のかなりの部分が、

頻繁に起こる強風と激しい降雨の為に退化してい

ることである。それ故に、長期に亙る気候の変化

及ぴ大規模な気象現象について語るときは、突然

に起こる地域的な自然の災害の危険を無視しては

いけない。なぜならば、上記の事はまた長い期間

の聞には、生態系に間違いなく騒乱を引き起こす

からである。例えば、昨年� (1991年)� 140~ 

160Km/hの速度の強風を伴ったハリケーンが僅か

の時間の間に、モンゴル南部の肥沃な土壌の層を

持ち去ってしまった。これらの土壌は発達した肥

沃な土になる迄には、多分数百あるいは数千年を

必要とするであろう。かくしてこれらの地域にお

いては、土壌の生態系は多くの年月の問かき乱さ

れるであろう。

重大でかつ広範囲に亙る土壌の侵食を引き起こ

す人類の特殊な活動がある。

第一は、作物栽培は土壌の侵食を引き起こす重

要な原因である。この事は特に春の耕作が集中的

な風の季節に符合し、大部分の耕作地は三っかそ

こらの防風設備を持たない地域であるという場合

に特にそうである。ゴピ地方では、その平均風速

は3~4m/s、あるいはそれ以上でさえある。それ

は重要な土壌の水分の喪失及び侵食作用の原因と

なり得るものである。過去30年間を通じてIヘク

タールの耕作地あたり平均的に35~50tonの土壌

Oha，∞600る地域において超過されている。総計3，� 
の侵食された地域が62ソム(地区)で進展した。

第3に、野外でのモーター車の乗り回しである。

国全体のトラック車は必要量の4倍に及び、かっ

この為に約700，OOOhaの土地が侵食されて退化さ

せられていると見積もられる。

土地の侵食作用の次の要因は樹木の伐採であ

る。ほとんどの伐採は余すところなくきれいに切

り払う伐採である。 一般的に傾斜した面や急勾配

の地帯に位置しており、伐採された土地は特に水

による侵食作用を受け易くなっている。

採鉱や不適切な廃棄物の処理もまた土地退化の

要因である。� 110，OOOhaの土地が石炭採掘活動や

その他の種類の採鉱によって退化させられて来

た。すなわち露天掘りによる採鉱の開発や、表層

士の堆積、土の堀り出しなどのすべてが土地資源

を低下させてきた。採鉱活動によって退化させら

れた土地のほんの極少な部分しか回復していな� 

U、。
家庭や工場や建築から出る、あるいはその他の

種類の廃棄物は、現在不必要な程大量に土壌の表

面に、市や町のはずれに投棄する場所を指定され

て沈積されている。

荒廃した地域の再活性化を抑制する前述の気象

上の乾燥傾向やその他の自然現象の要因は、人類

の活動によって裸にされ荒廃させられた半不毛地

帯の大部分を、永久の砂漠に変えてしまう影響力

ヴ，，
T
E
ム



モンゴルの環境の現状(Dr2醐 bynB国J町gal，古川 彰訳)

を持っている。 

1990年についてはこの砂漠地帯は、 1941年には

砂漠化していたと考えられる面積を超えて  

年の砂漠は、1941も増加している。そのOha，∞38
ある見積では 160，ooOhaは、草木の消失の徴候を

示している事や、砂のかぶり方が増加しているこ

とや砂丘が発達していることで、ある段階まで砂

漠化が進行していたと評価されている。推定60の

泉と 160の牛小屋が、 1942年以来移動する砂正に

よって埋まってしまっている。

この問題に寄与する要因を広い範囲で見ると、

土地資源の低下傾向を転換する為の多面的な接近

法が必要である。それは徹底した土地利用計画や

インフラの発展や植林事業を含んだものである。

森林の破壊

ooOha∞，，150一約10%モンゴルの土地表面の約 

間平均流量は32%程減少してきており、またこの

減少量の約半分は、 40-50年前のこの川の流域に

おける 270Krn2の森林の伐採によるものであると

されている。

の森林が工業生産用としてOha，∞，10約 000-14

毎年すっかり切り払われている。ところがこれに

対して僅かに 5，OOOha(植林後の生き残りの割

合一発芽率50-60%を計算に入れて)が森林とし

て再生され、その他の5，ooO-6，OOOhaは自然の再

生長にまかせてほったらかされており、この結果

森林資源の正味の喪失量は、火災の頻発やその他

の虫害のような災害によってさらに増大している

(毎年1∞ha以上、ある場合には伐採面積の 10倍あ

るいはそれ以上)。その虫害による年間の喪失量

の総計は、伐採業者による商業上の総喪失量と同

じオーダーである(表 1)。

薪や記録に残されていない木工用の木材等を含

相当ーはカラマOm3，∞，120及び材木の総容量 000


ツ (73.6%)や、ヒマラヤスギ属の樹木 (13%)、


松 (8%)、カパの木 (5%)及びその他の種類

(モミの木、ハコヤナギ等)で覆われて、この国

の北の部分で首位を保っており、また  saxual 

(Haloxylon ammodendron)の森林が、国の乾燥地

域あるいは半乾燥地に広がり、それはその森林の 

28%をカバーしている。大部分の森林は保水の為

に非常に重要であるあると思われる。そしてその

故に森林は開発すべきではないと提案されてい

る。森林を切ることは、いろいろな経済活動や気

象的な要因の為に、地表の水の利用が増大した事

と結びついて、多くの川の平均流量を著しく減少

させる原因となっている。例えば、ツール川の年

んだ木材の総切出し量は、未確認ではあるが、確

の見積量総計(この量そrn3∞0∞，，100認可能な約 

れ自体が精密調査を必要とする見積であるが)を

遥かに超えた森林の年間喪失量を生んでいる。モ

ンゴルにおける過去数十年間の水資源に加えられ

た人類の活動や気象の変動による衝撃は深いもの

であった。前述のような水を引き込んたり利用 し

たりあるいは分水線での伐採作業のような人類の

活動は、川の流れの著しい減少や川の流れの形態

の変さらをきたし、水位の減少あるいは多くの湖

の完全な干上がりや地下水面の低下と言うような

結果となった。

河川と湖沼の汚染

表 1 森林の利用と喪失指数

指標 単位 
年

1986 1987 1988 1989 1990 1991 

製材業者によ って伐採された木材
体積  1000m3 1281.3 1919.1 1800.5 1790.8 1350.0 892.7 

面積 1000ha 13.1 11.5 10.8 10.7 8.1 5.3 

火災による森林消失 面積 1000ha 28.6 143.2 2.3 17.4 649.8 

虫筈による森林消失 面積 1000ha 39.5 32.0 42.9 47.6 50.4 
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表2 河JII(a)と湖(b)の乾燥若しくは枯渇� 

( a)河川 枯渇(流量比)

ツール� (Tuul) 32 
エロ� (Ero) 30 
カーラー� (Kharaa) 18 
セレンゲー� (Se1 engge) 17 

(b) 湖 喪失面積� (m3) 

オンギン ウラーン(Ongyn U1aan) 

オログ(Orog) 

ザギン シヤール(Dzagyn Sha1) 

アジンツアガーン(Adgyn箇ag姐� n) 

ターツイン ツアガーンσaats卯� tsagaan) 

175 

140 

33.1 

11.5 

9.9 

モンゴJレには約3500の湖があり、その湖の総面 されているにも拘らず、十分に研究されていない

である。数多くの小さな浅い湖とOha，∞，1積は� 560

塩水湖が特にゴピ地方に多くある。これらの水が

めのすべては人類の水資源の利用と一つになった

衝撃に敏感である。表2に最近の10年間における

川の流水量の減少と、ひどく枯渇してきたかもし

くは近年の間に完全に干上がってしまった湖を示

す。湖の枯渇あるいは水位の低下による明らかな

環境破壊(生態学的崩壊)に加えて、湖岸におけ

る人間の経済活動ー飼料の為のアシ刈りのよう

なーが、多くの湖の環境及び野生の生物に対して

甚だしい衝撃を与える結果を招いている。

川の水質に加えられた人間の活動の衝撃は重大

で、また場所によってはまったくひどいものがあ

る。主な地表水の流域の汚染は、都市の中心や工

業団地や鉱山に近い川の汚染や、またその岸辺に

工業または農産物加工用の施設のある湖、あるい

は輸送用の路線に使用されている川の汚染を含ん

でいる。最近の10年間に、人間の活動及び気象の

変化が原因で地下水の減少が見受けられるように

なった。ゴピの南部地方では、� 70以上の泉や井戸

がもはや水を出さなくなった。それらの完全な干

上がりは、人間による水の汲み揚げと使用に起因

するものであり、かっこの20年間に亙る干ばつと

干天続きの気候のためである。

モンゴルの各種の水資源の総計は12.6km3と見

積もられる。そして総使用水のほぼ1/3が、地下

水源から汲み揚げられたものとみなされる(約� 

0.3km3/年)。これらの地下水源は広範囲に利用

しまたほんの僅かの資料が、水関係の境界を定め

る事や、大きさや、再度水を入れる面積、流量、

水をいれる割合等に利用されている。多くのモン

ゴルの水関係のものは、顕著な鉱化を示している。� 

1 g/lを超過して鉱化した水は黒みがかっている

と考えられているが、しかし、その地下水は10 

g/l以下のレベルの鉱化であれば飲用になるとさ

れている。

大気汚染

モンゴルにおける空気汚染は、高度に一極集中

型であり、かっ大きくは都市部に限定されている。

その最も重要な汚染源は工業であり、特に石炭の

燃焼のエネルギーを使う設備及び家庭である。一

例えば動物の糞や薪や石炭を使う牧畜業者たち

は、特に牧畜業者たちが町の近傍に集まり、石炭

の消費がその頂点に達する冬期に甚だしい傾向が

ある。アジアの強い安定した高気圧によって形成

される気温の反転作用のような大気中の要因が、

特に寒い季節にさらにその状態を悪化させる。

工場や暖房と料理用の熱源から出る微粒の放射

性物質に、風によって地表から舞いあがった微粒

子や挨が加わっている。この相乗りの過程は、乾

燥した風の強い4月の月間が特に重大であり、か

っ非常に高い挨と微粒子の凝集が都市と農村の空

中に同じように発生する。毎年のひどい砂あらし

(黄塵)の影響は、過去数十年間を通じて見たこ

の国の土壌の弱点によって裏付けられるであろ� 
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この増大する挨の問題に対して、その一因とな

っている要因は、次の項目を含んでいる。すなわ

ち汚染の中心付近の土壌が伐採で切り聞かれてい

ることや裸にされていること、鉱山や泉や井戸の

周囲を取り巻く牧草地の退化、鉱屑やボイラーの

灰、その他の産業あるいは土建工事の廃棄物を含

んだ屋外に放置された廃棄物、適切な風化作用の

予防措置を行っていない農耕用の耕地の耕作作

業、水源の枯渇、それによって植生の形態の変化

をおこして侵食作用にさらされた土壌等である。

モンゴルは恐らく他の国々からの大気汚染物質

の移動境界線の受容体であろう。

チェルノプイリの原子力発電所の事故の後すぐ

さま採取した大気中のサンプルの総放射能のレベ

ルは、基準値から劇的な上昇を示した。そしてそ

れは基準のレベルに戻る前には、通常のレベルの 

50倍以上のピークに達した。

一定期間のモンゴルのオゾン層の破壊の進行に

対する寄与の度合いは多分極めて低いものであろ

う。また無制限の長い期間においても些細なもの

である。モンゴJレはクロロフルオロカーボン 

(CFCs)を産出しないし、 CFCsを使用する設備も

全然作っていないし、またCFCsの使用を含む工

業の工程も無い。以上の事からオゾン層の破壊の

進行への寄与度は、輸入された機器あるいは消費

者の品目からの放出に限定される。 一方モンゴル

における地球全体の温暖化への一人当たりの寄与

度は、他の先進国に較べて比較的に高い。冷たい

気候や、エネルギー源としての化石燃料や木材へ

の依存、そして燃料の使用上の低効率は、 一人当

たりの高率の二酸化炭素の放出に寄与している。

しかしそれは工業化された国の一人当たり の放出

率の小部分に過ぎない。

地球温暖化と土繊の汚染源

モンゴルは一人当たり最も高率の世界における

温室効果ガスの源の一つである反趨動物類の群を

持っている。これに加うるにモンゴルでは、大き

な森林やこれと同じように大きな面積の草原が、

毎年発生する自然発生の火災によって焼失してい

る。このこつのことは、温室効果ガスの放出と植

物の二酸化炭素の生成や地球温暖化の増進を妨げ

る多くの植物の効用を減少さすことに寄与してい

る。

モンゴルにおいては、重要な土壌の潜在的な汚

染源には、次の様なものが含まれている。すなわ

ち、工業及び車の排ガスからの汚染物の排出、風

に乗って運ばれるものやそれに伴って起こる露天

の廃棄物処理場からの汚染物質の発散、廃棄物処

理場からの表面流水(しみこまない水)やひどい

降雨の間にできた水溜まり、あるいは殺虫剤の使

用などである。入手した資料及び情報では、それ

らの土壌汚染は多分に住宅地や工業中心地の近く

に集中しているようである。同時にこれらのデー

タの汚染物の濃度レベルは、最大限の土中の、例

えばクローム、鋼、ニッケルの濃度(普通の人間

の暴露受忍限度及び動物の耐毒性のデータを基礎

にして推論された)の安全度を指すUSEPA関

連濃度よりも低い順位の強さの濃度である事を示

している。殺虫剤は、農作物のいろいろな害虫を

抑制する為に広く用いられており、その最も一般

的なものは野ネズミ及びその牧場の動物達の群と

競合している小さなけつ歯類である。多くの種類

の野生の生物、特に好ましくない種類の食肉動物

の減少が、殺虫剤を散布した地域でみとめられる

事に注目されたい。

有効に土壌汚染を転換する自然の希薄力や退化

の作用によって、汚染物質の土中濃度が下がるこ

とが期待される得る。しかしながら幾らかの汚染

を転換する自然の希薄力や退化の作用によ って種

の殺虫剤やその他の有機化合物や高度に土壌の中

に持続的に残存している重金属類のようなもの一

及びこれらの物質による土壌汚染の現在のレベル

の著しい低下には(もし必要であると思はれたな

らば)複雑かっ高価な浄化作用が必要であろう。

環境廃棄物(危険な廃棄物を含む)及び有毒化学

物質の管理の適切な方策の欠如は、モンゴルにお

いては緊急を要する環境上の問題である。非常に

多くの有毒化学薬品が輸入されかつ管理する為の

特定の標準や防護手段もなしに工業や農業に使用

されており、また毎年発生する廃棄物は、指定さ

れた地域の地面上に簡単に堆積されて処理されて

いる。この状態は不潔で危険な物質を放散して、

その周囲の環境に転移する結果となり、また環境

上及び人間の健康上非常に不利な強い影響を与え 
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る原因となる潜在力を持っている。

野性生物

モンゴルはまた野生生物の資源に富み、そこに

は経済的にも生物学的資源としても価値のある多

くの種がある。多くのモンゴルの種は珍しくかっ

絶滅の危機にさらされていると考えられている。

国の赤本に絶滅の危機に晒されていると考えられ

ている物� (7種の哨乳動物、� 6種の鳥類、� 2種の雨

せい類、� 4種のは虫類、� 2種の魚類及び17種の植物

を含むもの)および危険が迫っているもの� (16種

の晴乳類、� 13種の鳥類及ぴ21種の植物の種)が挙

げられる。それらのあるもの(例えば数ある中で

も、ペルシャ玲羊、� mazalai，やゴピ熊、雪豹、野

生の艶舵、野生のウサギウマ)は、国連の自然と

天然資源の保護協会(INC N)に保管されてい

る絶滅の危機にある種に関する赤本の中に登録さ

れている。また野生の植物系及ぴ動物系の絶滅に

瀕した種の国際取引に関する協定書� (CITES)

にも登録されている。モンゴル囲内では脈管のあ

る植物の種のおおよそ10%は、モンゴル固有の種

であると見積もられている。

絶滅の危機状態にあると確認されたこれらの

種、及びまだ確認されていないが危険な状態にあ

る別の種が直面している脅威が、暫進的な気候の

乾燥化の傾向の為に増加し、またさらに重要なこ

とは、人間のいろいろな活動の結果として増加し

つつある。モンゴlレの野生生物達に増大する圧力

をかけている重大な行動は、自生地の破滅(森林

の伐採、放牧による牧草地の改変や丸裸にされる

こと、農作の為の土地の耕作作業、社会資本の開

発による)、牧畜を保護するための食肉動物の種

の一掃、不法なあるいは観光客の狩猟一絶滅に瀕

した種達はそれらのための大きな呼び物であり、

より高価な賞品である一野生生物達の異種交配で

ある。

モンゴルの多くの地域や生態系の多くのタイプ

は生態学的に独特であり、それ故に希少なあるい

は固有の種の自生地として貴重な所である。モン

ゴルは21の野生動物の総面積8，6∞，α)()haに及ぶ保

護地や公園を創った。これらの中にはホプスゴル

湖(最も大きな淡水湖の一つ)、カーン.ケンケン

テエイ山系(オノン、ケールレエン及びトウル川

No.5 1994 

の上流の分水界)や、その他の独特な生態系の地

域が有る。

大ゴピ自然保護区はユネスコのMABプログラ

ムによる生物圏保護区に指定されている。しかし

ながら絶滅の恐怖に晒されおびやかされている種

達は、この国全体の広い範囲に分布しており、保

存に対する現在の趨勢は、多様な固有の自生地や、

現存の希少な種を保護するのに適切であるとは思

われない。

人口増加と都市問題

結論を言えば、モンゴルの再生可能な天然資源

は限定されているという事である。と同時に人口

の増加率はアジアの中では最も高い内の一つであ

る。強い人類の都市化への傾向があり、また人口

の半分以上もの人が現在は都市の中心部に住んで

いる(表3参照)。過去30年の間に国は急速な経済

発展や工業化を経験してきた。

人口の急上昇はそれ故に、天然資源の一人当た

りの消費の急速な増加と一致している。

地表面や地下の水、森林、土壌あるいは牧場の

資源を含む再生可能な天然資源の使用と消耗の維

持できる割合は、有る地域では既に限度を超えて

いる。この状態は、もし現在の傾向が続いて、自

表3 主な人口統計学的趨勢

総人口 都市人口 都市人口の割合

年度

(千人) (千人) % 

.1 1918 646

1925 684.0 

1935 738.2 

1940 743.8 

1950 772.4 

1956 845.5 183.0 21.6 

1963 1017.1 408.8 40.2 

1969 1197.6 527.4 44.0 

1979 1595.0 817.0 51.2 

1989 2044.0 1166.1 57.0 

巧唱

ム

p
h
d

Ei



モンゴルの環境の現状(DrZ gal 彰訳)叩 lbynB副J虹' ，古川

然の資源の保護と管理に対する法案が制定されな

ければ、さらに広範囲に広がるであろう 。

モンゴルの政府の工業の発展に対する 1960年代

初期以来の計画の重点は、 一般に天然資源と環境

への開発的な問題にアプロ チすることで終わっ

ていて、多くの場合に長期間に亙る資源の利用計

画、資源の管理、環境への影響の分析と、最小限

にすることに対しての注意が払われていない。 一

方モンゴルはごく最近に至るまで、資源を効率的

に使い廃棄物の最も少ない工業のシステムや汚染

の統制、廃棄物の管理再利用への、西欧や日本に

おいて開発された資源の評価や管理技術への接近

は限られてきた。

同時にモンゴルの貿易赤字は、その限定された

圏内の工業の能力と相侯って、素材のままの天然

資源や天然資源の産物の輸出への強い動機を生み

だし、外国の実業家や観光客による天然資源の探

求へと駆り立てられ、そして輸出用の加工品を製

作する汚染された工場を大目に見るようになっ

た。輸出産品の工業的生産は、しばしば環境上の

規制違反や、規制を強化するための政府機関の官

吏の努力にも拘らず、適切な騒音の発散の調節や

環境保護の対策無しでも作業することを許されて

いる。

モンゴルにおける最近の政治的及び経済的変遷

や、モンゴルの世界中の多 くの先進国との接触の

増大は、モンゴルの政府部内において、環境保護

や天然資源の管理についての関心の増大をもたら

してきた。しかしながら、現在も続いている負債

や貿易収支の赤字や国内予算の赤字によって、モ

ンゴルが環境分野における外国の近代技術及び専

門家に接近することは制限され、モンゴル政府が

環境保護及び資源管理の新しい方策や計画を制定

することが出来難くなっている。。少なくとも近

い将来、モンゴルはこの両面あるいは多方面に亙

る天然資源及び環境の保護政策の実施の為に必要

な資源の寄贈や施設の貸与などの援助に大いに頼

るようになるであろう。 
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