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１９ 
北海道大学大学院教育学研究院 
紀要　第１０９号　２００９年１２月 

北海道大学大学院教育学研究院名誉教授（教育行政学） ＊ 

モンゴル　人と教育改革（５） 
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―― 社会主義から市場経済への移行期の証言 ―― 

Ｔａｔｓｕｏ ＫＯＩＤＥ 

小　出　達　夫＊ 
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Ⅰ　モンゴル“９０年改革”とその後の「移行期」 

　社会主義から市場経済社会への１９９０年を前後する「移行」と，それ以後現在まで続いてい

る「移行期」をどのような枠組みで理解したらいいか。モンゴルにおける「移行期」の教育改

革理解のために必要ないくつかの基礎的事実について本章で検討しておきたい。 

 

１　モンゴルの社会主義の命運はいかなるものだったか 

　－１９８０年代後半のモンゴル人民革命党の状況とヒアリング対象者たちの証言－ 

　ヒアリング対象者の証言をどのような文脈で理解するかということとかかわって，ここで

はモンゴル人民共和国の建国以来の時期区分と８０年代後期の人民革命党の状況について触れ

たい。 

　モンゴル人民共和国の成立史やその後の発展の歴史に関して，１９９０年以降に出た新しい文

献がある。その中でモンゴル人が書いたものとしてはＴｓ．バトバヤルの『モンゴル現代史』

（２００２，明石書店）やＴ．ナムジンの『モンゴルの過去と現在』上・下（１９９８，モンゴル

民族博物館），Ｔｓ．バトバヤル『モンゴル現代史』，２００２，明石書店），Ｐ．オチルバト『モ

ンゴル国初代大統領オチルバト回想録』（２００１，明石書店）などが訳出されており参考にな

るが，細かな現代史についてはそちらに譲る。 

　ここでの私の関心は，１９２４年の人民共和国建国以来のモンゴル国現代史の大まかな時期区
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分である。モンゴル人民共和国と人民革命党の歴史はいったいどのように教えられてきたの

であろうか。以下にあげる時期区分は９０年以前の党史などに見られる一般的な時期区分であ

る。 

　第１期（１９２４年から１９４０年）　反封建・民主主義改革の時代 

　第２期（１９４０年から１９６０年）　社会主義への移行期 

　第３期（１９６０年以降）　　　　　社会主義の建設とその完成期 

　もちろんこの時期区分は９０年以前に論じられたもので，いまとなっては「作られた」歴史

である。 

　第１期は「反封建・民主主義改革」の時期だといわれているが，この結果「民主主義」が

モンゴルの政治や国民の中に制度としても信条としても根づいたわけではない。今回のヒア

リングで確認したところであるが，たとえばモンゴル国立大教員のダルジャーは，９０年の政

治改革を目前にして彼女を含めて殆どのモンゴル人は「民主主義とは何かわかっていたわけ

ではない」と言っている（証言１９）。 

　第２期の「社会主義への移行期」は，「資本主義を回避した社会主義への道」というスロ

ーガンとなって，アジア・アフリカ新興諸国に大きな夢と影響を与えた。これはマルクス主

義のテーゼからするとまったく予想もしなかったテーゼであったが，今となってはそれは夢

想に過ぎなかったことは明らかである。 

　第３期の「社会主義の完成と共産主義への移行」は，ツエデンバルの絶頂期である８０年代

の前半に喧伝されたが，いくつかの「証言」にあるように，革命党の現場党員の中にすらこ

れを信じなかった人が多い。たとえば７０年代初めモンゴル国立大を卒業しスフバートル県の

数学教員をしていたバトボルドは，「私は１９８３年３月に革命党の党員になった。その年５月

には教頭になり，ついで県の教育文化局長になった。当時革命党は社会主義から共産主義に

なると言っていた。しかし私は信用できなかった。社会は進歩せず，一箇所にとどまっていた。

これに私は迷っていた」と言う（証言１３）。また１９８１年モンゴル国立大の教員になったオ

ユンツエツエグは「党は神様のような存在で，党員になることは難しかった。２０００年にはモ

ンゴルは共産主義社会になると教えられた。しかし私はコムニズムをつくることは無理だと

思っていた」と証言している（証言２０）。 

　こうした時期区分について若干党資料から補足しておくと，第１期から第２期へのエポッ

クである１９４０年の人民革命党第１０回大会で採決された新綱領では，「人民革命の初段階は

完結し，民主革命から社会主義革命へ徐々に移行する時期に入った」として第２期への移行

が始まったことを宣言している。第２期から３期へのエポックである１９６０年の新憲法では，

人民革命党をモンゴル社会の「唯一の指導力」と規定し，ついで６１年の第１４回党大会で，

モンゴル国家は「封建主義から資本主義を回避して社会主義への移行」を達成し，社会主義

国家建設の新たな時代に入った，と宣言し，第３期が始まったことを告げた。そしてこれ以

後国の経済は「農業・工業国」から「工業・農業国」に転換するとされ，「社会主義の完成」

へと向うことになった。しかしこの「完成」は実現することなく終わった。（Ｔｓ．バトバヤ

ル，ｐ．６４，７５） 

　では，こうしたモンゴル人民共和国と人民革命党の歴史的展開はいつごろからその道をは

ずれ，別の展開を見せ始めたのであろうか。１９８０年代を中心に見てみたい。 

　Ｔ・ナムジンは，人民革命党の党首ツエデンバルが更迭された翌年の１９８５年に国務大臣と
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なり国家計画経済委員会第１副議長を務め，８０年代後半にはモンゴル政府特使としてしばし

ば日本を訪れた。彼は次のように言う。「（モンゴルの改革が）１９９０年になってようやく始

まったと考えている人々は，国内外の至る所にいる」，だが「改革の始まりについてこのよ

うないくらかの事実に反する理解は間違いである」という。彼は「モンゴルの国家と社会に

とって，１９８４年と言うのは特別な意味をもっている」として８４年のツェデンバル第１書記

の失脚を決定的なエポックと考え，同時に彼は「１９８０年代後半からモンゴル改革の思想が形

成された」と結論する。これは，国の行政機関のトップレベルにいた人の証言だけに説得力

を持つ（Ｔ．ナムジン，下巻ｐ．１２７）。同様に１９９０年より２００７年までモンゴル国初代大統

領となったポンサルマーギーン・オチルバトは，「モンゴルでの変革，刷新に関する話題は，

１９８７年から積極的に口にされるようになった」，と言う。（Ｐ．オチルバト，ｐ．１７９） 

　ナムジンのいう上述の「１９８４年」とは，それまで３０数年にわたり党と国家の最高指導者

であったユムジャーギーン・ツエデンバルがゴルバチョフなどのソビエト共産党政治局の指

示により党・国家機関のすべてから解任された年である。ついでバトムンフが書記長になり，

ソドノムが閣僚会議議長となった。１９８５年当時は，ソビエトではゴルバチョフが書記長とな

り，国家・経済の計画・管理システム全体のペレストロイカ（再建築）をはじめた年である。

その影響はモンゴル革命党にもすぐ現れ，８６年第１９回党大会で「大会代議員たちは，モン

ゴルで確立している中央集権指導体制や，管理システム，銀行と財政などの欠陥と行き詰ま

りなどについて隠すことなく批判した」とナムジンは言う（Ｔ．ナムジン，下巻ｐ．１３０）。 

　この党大会についてはバトムンフおよびソドノムの大会報告が訳されており，それが参考

になる（『社会主義モンゴルの道　ジャムビイン・バトムンフ演説報告』，松田忠徳訳，恒

文社，１９８７）。この大会報告では党活動の欠陥について次のような諸事項が糾弾された。計

画の未達成状態，資源・エネルギーの浪費，粗悪品の生産，労働力形成・配置のまずさ，生

産性・効率性の悪さ，指示命令の上からの後見的おしつけ，中央集権的指令国家，経済・地

方機関の自立性の欠如と党の肩代わり，国民の需要に応えていないサービス部門，などである。 

　ついで１９８８年の第５回中央委員会総会のバトムンフ報告では，「経済制度や国家体制，社

会・イデオロギー分野すべてにわたって改革を行わなければならない」，「社会全体の民主

化が必要である。民主主義を社会生活の全分野に浸透させることは，現状にもっとも合致し

た道である」，「国民の政治的地位を強化高め」，「適切な経済構造，利益を生み出すため

の政策を推進し」，「権威主義的命令体系を改め」，「所有形態を見直し，株式会社（ホル

ショーロル）形態を推奨することによって経済改革を推し進める」，といった事項が提起さ

れている（なおこうした動きについては，青木信治編『変革下のモンゴル経済』第５章の窪

田新一論文も参照）。ここまでくると市場経済の導入は目前であり，事実ナムジンは「１９８９年，

市場経済に移行するという決定が採択された」と言っている。（Ｔ．ナムジン，下巻ｐ．１３０） 

　とはいえ注意すべきはこうした改革構想は，あくまでも社会主義体制内での改革構想であ

ったということであり，モンゴル社会主義を強化する方向で議論されたということだ。しか

しにもかかわらず，この構想に対しては党中央委員会政治局員や中央委員会書記など古くか

らの党内指導者の反対は強く，それを実施に移すことはきわめて困難で，そうこうするうち

に１９９０年をむかえることとなったのである。（Ｔ．ナムジン，下巻ｐ．１３２） 

 

　それでは私のヒアリング対象者達はこうした変化を見せていた８０年代末のモンゴル人民革
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命党とモンゴル社会主義についてどのような評価をしていたのであろうか。詳細については

以下に記すが，注目すべきは，私の調査の中でモンゴルの社会主義を堅持すべきだったと言

った人は皆無だった，ということである。 

　８０年代半ば，モンゴル国立大学教員として１０年のキャリアをもつネルグイ（化学）は当

時入党を勧められていた。しかし彼女は「私も党員になるように言われた。私は“ならない”

と返事した」，「党はしっかりしていない。だから入らなかった」と彼女は言う（証言４）。

ネルグイの同僚教員であるＴ．ダルジャー（化学）やＮ．オユンツェツェグ（化学）もその証

言をみるとわかるように８０年代の体制には批判的だったし，党員になることに否定的だった

（証言１９・２０）。 

　おなじくモンゴル国立大の教員アマルザヤ（数学）は「私は社会主義を信じてこなかった。

あれはいいところがなかった。モンゴルの社会主義はソビエト型や東ドイツ型と基本的に同

じだと思う。スパイ網もあったし，多くの人が犠牲になった。国立大の中からも犠牲者は出た」

と当時を回顧して語った（証言２１）。 

　国立大のブルマー教授（物理学）は，１９３０年代から４０年にかけてモンゴル全土を席巻し

た粛清により父を失った。彼女は１９７０年代に東ドイツのフンボルト大学に長期留学し，帰国

後モンゴル国立大で教員をしたエリートであるが，次のように言う。「東ドイツ人は本当に

社会主義を創造したかったのだ。しかしモンゴルの社会主義は仮のもので，本気で社会主義

をつくろうとは思っていなかった。マルクスの真似をしていたのだ」と（証言９）。これを

聞いたとき私は非常に驚いた。モンゴル国立大の物理学教室の中心人物であり，モンゴル教

育界の指導者である彼女からこのように大胆な話を聞けるとは予想しなかった。東ドイツの

社会主義者は本物だったが，モンゴルの社会主義者は偽者だったと彼女は言う。私はそこま

で考えなかったが，他の証言からもわかるように，彼女の言うことは的を射ているように思

われる。 

　以上の国立大関係者の証言は，９０年以前エリートだった者の証言である。これとは別に普

通の教師からの証言を紹介しよう。Ｄ．ツアガーンは，高等学校卒業後国立大に行きたかった

が推薦されなかったので，やむなくカザフスタンの職業教育学校に入り農業を勉強した。卒

業してモンゴル東端のスンベル農業ブリガードに７９年に就職した。彼女はここで４年間勤務

し実績を買われて国立大の化学・生物学部に入学できた。国立大を希望する際には革命党に

申請書を出さないといけなかった。彼女は出した。しかし彼女は革命党が嫌いだった。「社

会主義時代は強制的だった。行政職員には裏があった。本当のことを言わない。オープンで

はなかった。密告の世界があった。教員になってからも大変だった。放課後の指導などが終

わってから毎晩会議だった。それも意味のない話が多かった。参加しないと給料を引かれた。

管理職は“私は革命党の代表だ”と言わんばかりで，強制的な態度をとった。特権的な優遇

措置が党員にはとられ，賄賂も横行した。私はこういうことに反対だった」。「真実を言う

と革命党からにらまれたので私は革命党が嫌いだった。私が党員だったらもっと優遇されて

いたと思う」と彼女は言う（証言３８）。実際彼女は大学卒業後自分の希望する職に就くこと

はできず，党の指導に従ってダルハンの小学校教員となる。しかし彼女には実力があったの

で９０年以後は県の指導主事や教育文化局長になっている。９０年以降は実力を評価される時

代になったといえる。（証言３８） 

　このような発言とは別にヘンティ県で教員をしていたドルジンは言う。「９０年までの社会
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主義時代は，私は社会主義国を作ることを信頼して頑張った。父も母もそうだった。父は死

ぬとき“周りの人を大切にしろ”，“自然を大切にしろ”，そして“国を愛しなさい”とい

って死んだ。私は小さかったが，この生き方を今でも引きついでいる」と（証言４９）。この

ドルジンの証言はその前に見てきた他の証言者達とは異なる。彼女は素朴に社会主義を信じ

ていた。だからこそ彼女は「９０年の変化にはショックを受けた」。彼女が信じていた社会主

義の現実は夢だった。彼女は社会主義を信奉してなおも努力することはできなかった。その

意味では彼女は“犠牲者”の一人だった。 

　このように私の会った証言者達の中には９０年以前のモンゴル社会主義を堅持し，発展させ

ようとした人はいなかった。理論的・信条的に社会主義を信じそのために努力しようとした

人にも会えなかった。９０年当時「人民革命党」自体がすでに革命党ではなくなっていた。「人

民」とか「革命」とかという言葉だけが残った。かくしてモンゴル社会主義の命運はすでに

９０年以前に尽きていた，といってもよい状況が伏在していた。 

 

２　モンゴルのペレストロイカはどのように進んだか 

　－８０年代末から９０年にかけての変動を彼らはどのように受けとめたか－ 

　「ペレストロイカ」の本来の意味は社会主義を前提にした「再建・刷新・革新」だった。

あくまでも社会主義体制内部での「根本的改革」であった。したがって私のヒアリングで多

くの人が語った８９年以降のモンゴルの「ペレストロイカ」は多少ニュアンスが違ってくる。

彼らがかかわったペレストロイカの動きは８９年末から始まる街頭に現れた運動だった。それ

は革命党から政権奪取を要求する動きであったし，「指導性の放棄」や複数政党制を要求す

るものであり，社会主義体制の枠をはみ出す動きだった。このことを自覚的に意識していた

か否かはともかく，彼らが賛同し参加した「ぺレストロイカ」の指導者達は革命党の外部に

いる人たちであり，人民革命党の支配や社会主義の終焉を意図していた人たちだった。 

　ではモンゴルの「ペレストロイカ」はいかに進んだのか，その経緯を簡単に見ておきたい。

（なおこの経緯については，Ｍ．ロッサビ，Ｔ．ナムジン，Ｐ．オチルバトなどの文献に詳しい。

巻末参考文献参照）　 

　反政府運動の中心になったのは青年芸術家の国家協議会が母体となってできたモンゴル民

主同盟だった。“民同”は８９年１１月頃から市民の知るところとなるが，１２月１０日初めて

の集会を開き２００人規模のデモを実行し，その翌日予定されていた革命党中央委員会第７回

総会（７中総）あてにモンゴルの民主化を目標とする要求書を提出した。これが街頭におけ

るペレストロイカのはじまりだった。この要求書は「ゴルバチョフが行っているペレストロ

イカと厳格に区分し，民主化目標を提示」したものであった，とオチルバトは言う（オチル

バト前掲書ｐ．１８１）。しかし党中央委員会は党の「最終目標は社会主義をいっそう発展させ

ることである」という基本線を貫いたため，人民革命党の１党支配の終焉を意図する民主化

同盟との対立は鮮明だった。 

　９０年に入り民主化同盟を核とする改革運動はその要求をいっそう鮮明にし，拡大する。１２

月１０日に続いてデモは１２月１７日，１月１４日と続いた。１月１４日開催の民同会議の参加者

は１千人を数え，複数政党制，自由選挙，市場経済への移行，ソ連の経済支配からの解放，

などを要求し政府との交渉に入る。しかし政府・革命党は改革の必要性を認めるが，５年以

内に実施するといった回答であり，民同の要求とは相容れない。ついで１月２１日のデモは政
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府によるスフバートル広場の使用禁止通告もあって，非常に緊張した中で行われた。２月に

入り民族進歩党，民主党，社会民主党などの新党が結成され，民主社会主義運動，新進歩同盟，

学生同盟などの組織も増え，運動の規模は拡大する。２月１８日には民同第１回全国大会が開

かれ，６１１人の代表が参加し（知識人５３％，労働者４０％，遊牧民７％），革命党中央委員会，

閣僚会議メンバーなどの解任，人民大会議の解散など国政の抜本的な改革を要求するに至る。

しかし政府・党は公式回答を拒否し，明確な方針を出さなかった。 

　当時革命党内部は２派に分かれており，民同の活動を違法視し集会・デモを禁止し改革へ

の譲歩を認めない強硬派と，話し合いを重視し平和的解決を図る穏健派とが対立していた。

こうした情勢下で民同は３月７日に政府前広場でハンストというモンゴルではかつて見たこ

とのない戦術をはじめた。当初戸惑った国民も急速に支援の輪を広げ，数千人が集まってく

るようになり，鉱山労働者を中心に労働者のスト，学生の授業ボイコット，僧侶の参加，デ

モの頻発化など情勢は緊迫化し，一部ではデモが制御不能に陥るなど無秩序状態も発生して

きた。革命党は政治局会議を続け事態の解決を図り，結局強硬派の動きは後退し，３月９日

政治局員，閣僚会議議員の総辞職が発表され，ハンストは中止された。ついで３月１１日第１１

期人民大会議（大ホラル・国会）が開かれ，新しい国家体制の形成に移り，この政治的危機

は回避された。 

　３月２１日開催の人民大ホラル第８回議会は，人民大ホラル幹部会議長にオチルバトを，閣

僚会議議長にゴンガードルジを任命し，人民大ホラルの選挙を７月に実施することを明らか

にした。また憲法８２条を改正し，国政における人民革命党の指導制を廃止し，国政の最高機

関が人民大ホラルにあることを鮮明にし，革命党による１党支配を廃止した。また大統領職

の創設，憲法改正の作業開始，公務従事者の政治的中立，などを明らかにした（１９９０・３・２３）。

ただし国家目標として「人道的民主的社会主義社会を建設する」という条文は残り，今後形

成する社会が従来どおりの社会主義社会なのか，それとも資本主義への移行を目指すのか，

不明のまま据え置かれた。 

　こうして国政は革命党政治局の手から離れ，人民大ホラル幹部会を中心に，新政党代表，

各種団体組織代表の参加の下に進み，５月５日にはこれら代表者による円卓会議が，ついで

大会議付属機関としての評議会が開設され，こうした場でそれ以降の政治日程が調整され，

７月総選挙へと向かった。 

　７月総選挙に向けて改革派の政党諸派は自党の方針を明らかにし，互いに対立を見せはじ

める。民同内部にはゾリグ，オヨン，エルデネビレグを中心とする民主的社会主義者がいたし，

それとは別に市場経済至上主義をめざすエンフサイハン，エルベグドルジ，アマルジャルガ

ルなどがいた。前者は社会主義時代に培った福祉・教育・医療などを重視するが，後者は規

制なしの市場経済原理主義や経済成長優先主義をとった。また改革諸派は都市部には強いが，

地方での拠点を殆ど持たず，政策作りの力量も弱く，革命党が持つ資金力やマスメデイアへ

の影響力も弱く，革命党との格差は大きかった。 

　７月総選挙では改革派は予想以上の敗北を喫した。革命党は大ホラル４３０議席中３９７議席

を確保したが，改革派は，民主党１６，民族進歩党６，社会民主党４議席という状況だった。

獲得票数では革命党は６０％，改革派は３０％という状況で，得票数によって按分された小ホ

ラル（常設立法議会）の５０議席は，革命党が３１議席，残りは野党３議席に配分された。な

お１９９５年現在でいうとモンゴルには，モンゴル人民革命党（ＭＰＲＰ），モンゴル民主党（ＭＤＰ），
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民族進歩党（ＮＰＰ），社会民主党（ＳＤＰ），モンゴル独立党（ＭＩＰ），モンゴル民族民主党（Ｍ

ＮＤＰ），緑の党などが存在した。 

　かくして大統領に革命党員Ｐ．オチルバトが，副大統領に社会民主党員Ｌ．ゴンチグドルジ

が選出され，首相のダシ・ビャンバスレンは革命党，副首相Ｄ．ガンボルドは民族進歩党，各

大臣は革命党から構成された。なかんずくガンボルドは市場経済至上主義の中心的な提唱者で，

９０年にきたＩＭＦ調査団や９１年にきたＡＤＢ調査団と協力し，モンゴルにおける資本主義化を

強力に推し進める“ショック療法”を推進した。また９２年３月の革命党第２１回大会の綱領

からは「社会主義」の用語は消えた。９２年新憲法ではモンゴルの国家目標は「人道的民主主

義社会」の形成にあると規定された。こうしてモンゴルの「民主主義革命」（ペレストロイカ）

は終わった。 

 

　以上のようなモンゴルの政治的改革期（ペレストロイカ，民主主義革命期）を私のヒアリ

ング対象者はどのように迎えたのであろうか。ヒアリング対象者を当時（１９９０年）の年齢別

に分け，彼らの話から世代別の特徴などを探ってみたい。 

　まず１９９０年当時２０歳代だった者から見ていく。 

　ダワージャルガル（当時２６歳，現在教育大学数学科教員，男性，証言２４）は，１９８３年よ

り３年間モスクワで大学生だった。ゴルバチョフが登場した８５年をすぎた頃モンゴルに帰り，

教育大の数学科に入学し，そこで彼は学生としてペレストロイカを迎えた。「モンゴルのペ

レストロイカが始まったころ，私はモンゴルは今よりいい社会になると思った。私はすでに

結婚して子どももいた。デモにも参加し，社会民主党にも入った。当時革命党史やマルクス

レーニン主義を教えていた教師に学生は授業中に新聞を引き合いに出し，教える内容と現実

との違いを指摘し，教師は応えるのに窮していた」。しかし彼は言う，「モンゴルのペレス

トロイカには私は積極的に関わったが，そこで期待したような社会は生まれなかった。悪い

社会になった，私は気に入らない」と。彼のこの思いはいまに至るまで未解決のまま引きづ

られている。 

　ツアガーン（当時２８歳，元ダルハン市教育文化局長，現在国立教育研究所所員，女性，証

言３８）は，１９７９から８３年までモンゴル東部地区のネグデル（集団農牧業協同組合）で数年

間勤務した。その後推薦でモンゴル国立大の生物学教室の学生となった。「８９年から始まっ

たペレストロイカに私は大賛成だった。当時私はまだウランバートルの大学生だった。構内

には看板が出され，報告会が開かれた。この当時から私は賛成だった。それは社会のニーズ

に合っていた」。ネグデル勤務時代から彼女が革命党に批判的だったことは既述した。彼女

は積極的にペレストロイカに参加した。 

　バトフー（当時２９歳，現在モンゴル国立大生物学科教員，日本モンゴル教育交流協会モン

ゴル支部長，男性，証言１８）は，１９８５年国立大を卒業し，教育大ホブト分校で生化学を教

えていたが，８９年当時は半年間モスクワ大に留学していた。「街頭では当時モスクワ市長だ

ったエリツインとゴルバチョフの対立は激しかった。私はそうした動きに関係を持たなかった。

ペレストロイカの直前だった」。帰国後バトフーは科学アカデミーの博士課程に入り２年間

学生生活を送った。彼は「１９９０年のモンゴルのペレストロイカには積極的に参加した。毎日

集会に参加した。社会は必ず変わると思ったし，変わらないといけないと思った。これは私

の父の影響だったと思う。より良い社会のために努力することを父から学んだ」。彼にとっ
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ても９０年に提起された課題は未解決のままだ。彼は遊牧文化の継受発展にモンゴルの未来を

かけ，自らの郷里に遊牧文化を継受する学校をつくり，支援している。 

　オランチメグ（当時２７歳，現在ホンゴル大学副学長，女性，証言２６）は，以上の３人と

は違って地方でペレストロイカと遭遇した。彼女は８５年に教育大を卒業し，バヤンホンゴル

県の教員になった。「１９９０年当時のことについて言うと，私の勤めていたサポートセンター

（社会主義時代の成人社会教育施設－注）はなくなり，ソムやアイマグの機関もなくなった。

青年委員会もなくなった。多くの人の職場はなくなり，給料は下がり，インフレが起き，生

きることが大変だった。社会主義がなくなってしまった。私はこの転換を応援していた。私

は社会民主党の女性運動委員会の会長をした。この党には教員や医者が入っていた。これは

私にとってとてもいいことだった。人は自分の言いたいことを言えるようになり，自分を試

すことができ，自分の資産をもてるようになった。こうしたことはいずれ実施しなければな

らなかった。これは後退ではない」。彼女は地方の小さな大学でその地域の経済と産業の将

来の担い手の教育にかかわっている。 

　これら４人のうち３人は当時ウランバートルで大学生だった。彼らは大学生として積極的

に運動に参加した。うち２人は８０年代末のモスクワでのペレストロイカを見ている。ゴルバ

チョフの改革やそのごのエリツインとの対立などを目の当たりにしている。ダワージャルガ

ルは結成直後の社会民主党に直ちに入っているし，地方にいたオランチメグは地区の社会民

主党の女性運動委員会の会長となった。彼らはいずれも従来の革命党に批判的で，新しい動

きに積極的に関わった。とはいえ彼らの願いは実現しなかった。ダワージャルガルが言うよ

うに「期待したような社会は生まれなかった」。その期待と願いは今に至るも課題として残

されたまま実現されていない。 

 

　当時３０歳代の人たちはどのように対応したか。 

　ダルジャー（当時３３歳，現在モンゴル国立大化学科教員，女性，証言１９）は国立大の若

手教員だった。「８９年から９０年にかけてモンゴルでもペレストロイカが始まった。私はこ

れは必要だと考えていた。８５年頃から集まりだし，８９年頃強くなった。大学の社会科学系

の教師や，ロシア，ポーランド，ドイツに留学して帰国した学生なんかが中心だった」，「８８

年頃からロシア批判が強くなった。８９年には同僚のオユンツエツエグさんなんかとスフバー

トル広場に出た。積極的参加というより，何が行われているか，ハンストの人はどうしてい

るか，といった関心からだった。化学系の人は殆どみな参加した。しかし目的は明確ではな

かった。どんな社会にしたらいいかがわからなかった。資本主義社会とは何か，民主主義と

は何か，わかっていたわけではない」。 

　オユンツェツェグ（当時３３歳，現在モンゴル国立大化学科教員，女性，証言２０）は上述

のダルジャーの同僚であるが，モンゴル国立大学の内情についてよく知っていた。「大学の

教員は７０年代末から考え始めていた。ドヨド教授（証言８・４４参照）の科学教育センター

に８１年頃より集まってきた数学・物理・化学の先生達は８３年頃より定期的に会議を始め，

今の教育を変えないといけないと言い出した。社会科学関係でもゾリグさん（９０年の民主化

運動のリーダー，９０－９８年国会議員，９８年首相に内定していたが暗殺される－注），ラン

バーさんを中心に会議など開いていた。学生も革命青年委員会の会議に毎週木曜午後に集ま

り始めた。中には非公式のクラブを作るものもいた。こうした動きの中で次第に運動は“社
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会派”と“教育派”に分かれだした。ゾリグなど社会哲学や科学的社会主義を標榜していた

人は“社会派”に属し，ドヨド（証言８，４４），ジャグダル，ネルグイ（証言４）など教育

改革を重視していた人は“教育派”の中心を作った。両方とも社会変革の必要性を認める点

では同じだったが，社会を変えるのか，教育を変えるのか，の違いがあった。」，「８９年か

らデモが始まった。国民全体が参加したわけではない。民主主義が大事だと叫ばれても，そ

れに対する批判もあった。大学の教師は自分の足で歩み始めた。商売をする人は大学を出た。

研究や教育に残る人もいた。もちろん何も考えず今までどおり自分の意見もはっきりしない

ままの人もいる。モンゴル人は民主主義を理解していなかった。人口が少ない中で民主主義

や市場経済を作ることは難しい」。 

　バタエルデネ（当時３２歳，現在教育省高等教育局長，男性，証言３）は，８７年に教育省（高

等教育委員会）に勤務し，９０年代前半ははじまったばかりの教育改革の中心にいて，後半は

教育省事務次官をした。彼は言う，「８９年にはさらに動きがはっきりしてきた。国立大学の

日本語学科の建物の前に人が集まってきた。看板にいろいろな主張が貼られた。物理や数学

の人が多かった。私も物理出身なのでよくそこへ行った。私の同級生も来ていた。民主党の

バーバルもいたし，国会議長のゴンチクドルジもいた。９０年３月にはモンゴル民主党が結成

された。運動が積極化して，ハンストも起きた。７月には初めて総選挙が行われ，新政府が

できた」。彼は結成直後の民主党の党員となった。 

　バーサンジャブ（当時３６歳，現在教育省モニタリング局長，男性，証言５）は８７年にモ

スクワ大に留学し９０年にＰｈ．Ｄを取得し，帰国して国立大数学科の教員となり，学科長などを

して，９６年に教育省に入った。「１９８７－９０年にモスクワに留学した。ちょうどペレストロ

イカの頃だった。指導者がいて民衆と話をしていた。エリツインなども若かった。私は３年

間でドクターをとらないといけなかったので，勉強した。しかしモンゴルも変わらないとい

けないと思った。ほんとに面白かったし，びっくりした」。彼はモンゴルのペレストロイカ

を経験してはいないが，モスクワで身近に体験し，モンゴルも「変わらないといけない」と

考え帰国した。 

　ネルグイ（当時３７歳，現在教育省教育課程専門官，女性，証言４）は，当時国立大の化学

科の教員だったが，９２年に教育省に入った。「“１９９０年”は，私にとっていい意味があっ

たし，いい影響があった。これによって世界全体を見ることになった。いろいろな制度を見

ることができた。世界は小さい。自分で考えてきたことを実験実証できた。この新しい社会

は人間に機会を与えてくれる」。ネルグイのこの証言は，１９９０年が彼女にとっていかなる意

味をもったのかを明らかにしている。この点ではさきのダワージャルガルの“失望”とは異

なる。 

　クシャイ（当時３５歳，現在バヤンウルギー県教育文化局長，男性，証言４０）はモンゴル

国立大学の数学科を７８年に卒業し，モンゴル西端のバヤンウルギー県の教員となった。この

地ではソ連のペレストロイカの影響で８７年に校長選挙制を取り入れ，彼は３２歳で校長に選

出された。県の教育局は別の候補者（革命党員）を推薦してきたが，彼が圧勝した。この学

校の教員達は革命党県委員会の方針に反して別の校長を選んだわけで前代未聞の事態となった。

ついで「１９９０年モンゴルは市場経済社会へと移った。バヤンウルギーでも民主化の動きがで

てきた。役所のトップレベルの人たちも首になった。学校ではアイマグセンター（県都）の

第４学校の動きが民主化の中心となった」，「第４学校の校長は選挙で選ばれることになり，



２８ 

候補者の推薦が始まった」。クシャイは第４学校とは別の学校の校長だったが，第４学校の

教員は彼を校長に推薦し，「選挙では私が９２％を得票し，校長に選ばれた」。県の教育局は

このときもクシャイとは別の候補者（教育局の専門官）を推薦したが，クシャイが圧倒的に

勝った。クシャイはカザフ族に属し，他方県教育局はハルハ族中心の中央教育省の影響下に

あった。こうした軋轢がクシャイと教育局の間にはあったのかもしれない。 

　ここに登場した３０歳代の人間はいずれもモンゴル国立大学を出て社会の要職についている

人たちだった。モンゴルのペレストロイカではモンゴル国立大学の影響が非常に大きい。特

に若手教員の多くが大学を離れ政治の世界に移った。ここに紹介した証言を見ると，ペレス

トロイカに向う必然の動きが大学内にあることがわかる。「社会派」と「教育派」とに分か

れた動きや，ソ連におけるゴルバチョフ改革を見聞してきた帰国留学生中心の動きが紹介さ

れている。彼らにはペレストロイカを迎えるに当っての社会的な背景や素地がすでに作られ

ていたことがわかるし，この世代こそが９０年改革の推進世代であった。にもかかわらず彼ら

の指摘の中で注目すべきは，この改革の目指すべき新しい社会像が明確に自覚されていなか

った，という点である。これは際立った特徴としてモンゴルのペレストロイカに刻印されて

いる。 

 

　では４０代以上の人はどのように対応したのであろうか。 

　アデイヤ（当時４６歳，現在ホンゴル大学学長，男性，証言１０）は，「８９年頃から政治変

動が始まった。農牧業大学では学部長を選挙で選ぶようになった。５人が争い，私が選ばれた」。

「私にとって１９９０年の変革は良かった。力のある人が自由に自分の力を発揮できるようにな

った。これはいいことだ」。 

　ドルジ（当時４５歳，８９－９６年モンゴル国立大学学長，現在モンゴル国立大化学部学部長，

男性，証言１６）は，「８９年には学長選考が大学教員の選挙によることとなり，私が民主的

手続きで選ばれた」，そして「学長になりすぐ民主運動が始まった。新しい政党の創出には

国立大学の教員が多く関わった」，「革命党の人は大学にやってきて“静かにやってくれ”

と言うだけで反対はしなかった。運動は平和的に進んだ」。 

　これら２人はペレストロイカの渦中で生まれた新制度（学部長・学長の選挙制）の当事者

として９０年改革をむかえたことになる。 

　バトボルド（当時４２歳，８４－９２年スフバートル県教育局長，革命党員，現在教育省視学

専門官，男性，証言１３）は，「１９８９年１２月よりペレストロイカが始まった。当時私はモス

クワに１ヶ月行っていた。９０年になるとスフバートルでもペレストロイカが始まった。私は

参加しなかったが，この運動に反対しなかった。起きるべくして起きたことだと思う」。 

　オユン（当時４１歳，８９－９７年教授学研究所所員，現在教育大学教授，女性，証言２３）

は当時革命党の党員であった。彼女は言う，「１９９０年の改革については社会主義時代には私

は行政機関にもいたし，８１年以降は革命党の党員でもあった。個人的には今のような社会は

必然的だったと思う。９０年に党費が高かったので革命党を辞めた。私は民主主義に賛成だ。

今では革命党も民主党もリベラルで，とてもいいところも悪いところもある。ただ人材は革

命党のほうが多い。」 

　以上のバトボルドとオユンは革命党員として９０年をむかえたが，この変化には反対せず，

それを率直に受容していることがわかる。 
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　ブルマー（当時５０歳，７８年以後モンゴル国立大学物理学科教員，現在モンゴル国立大科

学教育センター長，女性，証言９）の父親は革命党員であったが，１９３０年代から４０年代に

かけて“親日派”と目され７年間刑務所に入れられ，病人として出獄し間もなく死んだ。そ

んなことがあり，彼女は９０年のデモには参加しなかったが，「学生の動きが活発になり反政

府運動が始まったのは１９８９年で，あっという間に人々が集まってきた。その中にはロシアの

大学院で学んだ学生が多かった。彼らは反対もされずに運動を広げた。我々はそれを見てい

ただけだ。やらせてみよう，どうなるか。抑圧はしなかった。自由な発言をできなかったの

は知識人に多かった。外国に行っていた人が批判的だった」。 

　ドヨド（当時６１歳，６２年－現在モンゴル国立大数学科教授，男性，証言８，４４）は，「１９９０

年前後の国立大は殆ど変化はなかった。不思議なくらいだ。大学の管理行政では変化があっ

たが，教育の方法などでは殆ど変化はなかった。大学のスタンダードも変わらなかった。こ

れを今変えないといけない。」 

　ブルマーとドヨドの２人はペレストロイカの過程を静かに見守っているふうであるが，彼

らは国立大学の中の改革派の一翼をなす“教育派”の中心にいた人物である。 

　４０代以上の人たちはここに見られるように責任あるポストについているのでペレストロイ

カの動きには直接参加していない。アデイヤやドルジのように大学改革が始まっている中で

新しい選挙制度により学長に選出され，困難な状況に対処しているものや，バトボルドやオ

ユンのように革命党員でありながら改革の動きに賛同しつつ自らの職務をこなしているもの，

ブルマーのように自らは運動に参加しないが学生などを中心とする動きを静観し積極的第３

者として改革を見守っているもの，など多様である。ドヨドの指摘はほかのものとは違って

おり，当時の大学の研究や教育に殆ど変化がなかったことに目を向け，この欠陥の改革こそ

が現在の課題であることを指摘する。ドヨドは，改革の「教育派」の中心人物として国立大

学のなかみの改革に貢献してきた人であるが，そうした人の指摘として彼の指摘は注目して

よい。 

　ここにあげた世代の違うヒアリング対象者はいずれも現在のモンゴル教育界の要職につい

ている人達であり，したがって一般の人々の意見を代表するものではないが，それでもみな

一様に“９０年改革”を積極的に肯定している。それはかつて「国民には自らの命運を自分で

切り開く権利・自由が本当になかった」（オチルバト，ｐ．３０５）ことへの反省であった。と

はいえ彼らは“９０年改革”に満足しているわけではない。ダワージャルガルは言う，９０年

改革の結果「そこで期待したような社会は生まれなかった。悪い社会になった。私は気に入

らない」と。とはいえ彼らは引き戻すわけではない。９０年改革の課題はモンゴルの多くの人

にとって未解決である。そのことをここにあげた人達は自覚している。 

 

３　１９９０年以降の人民革命党の変容をどのように見るか 

　－党と国家の分離はどのようにすすんだか，また新しい国家の担い手はどのような人だった

か－ 

　１９９０年７月の自由選挙で人民革命党が圧勝して以降，総選挙は９２年，９６年，２０００年，０４

年，０８年と５回実施された。革命党はこのうち９２年，２０００年選挙で勝利し単独で政権の座

につき，０４年，０８年選挙では民主諸派と議席数を分け連合政権を組んだ。革命党が政権か

らまったくはずれたのは９６年選挙だけだった。こうした現象は他の旧社会主義国には見られ
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ない現象だ。なぜ人民革命党はこのように強いのか。革命党は９０年の政変をどのように克服

し，いかなる変容を遂げた結果，なおも政権の座につくことができたのか。国家の新しい担

い手となったのはどんな人だったのか。教育省の指導者の過半数を革命党が占めているとい

う事態も変わっていない。なぜそうなのか。こうした問題について今回のヒアリング対象者

を通して検討してみたい。 

　とりあえずの仮説は以下のようなものである。９０年以前，革命党および国家機関を支配し

ていたのは党の中央委員会なかんずく政治局であり，国家機関や社会諸機関の現場指導者は

こうした党機関に従属し，殆ど党中枢部に異論を唱えることはできなかった。では９０年政治

改革ではどのような変化が起きたのか。党内で後退したのは党機関の中枢部であり，それと

代わって改革の前面に現れたのはそれまで現場に責任を負っていた中堅指導者たちだった。

彼らは革命党政治局が廃止されたこともあって，直接国家諸機関の指導にあたることとなった。

言いかえれば，党機関の指導部はすでに国家・社会の指導力を失っていたのであり，実権は

現場でモンゴル社会の変化やニーズを直接見聞きしてきた若手指導者に移った。党内でのこ

うした力の移動が革命党政権が残った内的要因だった。 

　こうした事態が起きるであろうことはすでにバトムンフ書記長ら若手の一部党指導者が予

測していたことだったといえる。彼らは８６年の第１９回党大会のバトムンフ報告で「部門別

機関，各地域の機関の役割を増大させること，各企業，各経営の自主性を強化させること，

労働集団の自主活動を活発化させること」を強調し，現場指導者達にそれまで中央が持って

いた権限を委譲しようとした。しかし古くから党の中央機関にいた政治局員や中央委員会の

専属職員の実態は，「実際に行動しなければならぬときが近づくや否や，ありとあらゆる障

害を設け，付帯条件をつけて指示・訓令・法規・条例を振り回して自分を守ろうとしている」

のであり，バトムンフら若手の新しい党指導者とは対立状態にあった。（『社会主義モンゴ

ルの道　ジャムビイン・バトムンフ演説報告』，恒文社，１９８７） 

　こうした党中枢部（政治的指導部）と現場指導機関（生活世界の指導者）との矛盾が党内

で解決不能のまま白日の下にさらされたのが８９－９０年の変化であり，日に日に拡大する市

民運動の過程で古くからの党中枢部は世論の批判にさらされ，政治の前面から後退し，かわ

って現場に責任をもっていた若手の党員・機関指導者が前面に出た。同時に党の組織改革に

より政治局のような国家の指導機関は廃止され，党と国家機関の分離が実現し，現場で働い

ていた有能な革命党員は党の指導部から解放された。他方革命党以外に新設された政党諸派

は政策形成能力を持つスタッフに欠け，地方組織も弱く，全体として革命党に変わるだけの

組織力をもたなかった。こうして９０年以降，革命党は世代交代を果たし，なおも政権を担当

することが可能となった。 

　旧憲法の規定によると一方で「モンゴル人民共和国における社会および国家の指導的力は

モンゴル人民革命党であり」（前文）という規定があり，他方で「モンゴル人民共和国にお

けるあらゆる権力は勤労人民に属する。勤労人民は国家代表機関人民代表会議を通じて権力

を行使する」（第１章）という規定がある。これらの二つの規定は矛盾する。革命党の力が

強かったときは何とか調整可能であったが，主権を持つ「勤労人民」が自覚し，自主性を主

張し，逆に革命党の指導力量が衰退するとき，この両規定は対立し調整できなくなる。これ

が９０年変革となって現れた。 

　とはいえこの新しい指導者たちは社会主義から共産主義に至る道に懐疑的であり，社会主

義を堅持し発展させようと考えたものは少なかった。その点で，同じく「市場経済への移行」
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といっても，「資本主義化への道」と「社会主義内部での改革」とにはっきり分かれた旧東

ドイツにおける移行形態とは異なる（Ｈ．Ａ．ヴィンクラー『自由と統一への長い道』，昭和堂，

２００８）。またモンゴルでは新しい指導者達は，資本主義がなんであるか，民主主義とは何か，

市場経済とはどのようなもので，いかなる条件の中で機能するのかについて明確なビジョン

を持たないままに市場社会へと流されることになった。それが９０年以降のモンゴル社会の低

迷と混乱の要因となった。（こうした経緯についてはＴ．ナムジン『モンゴルの過去と現在』

（上・下）に詳しい） 

 

　ではこうした革命党内部での世代交代の過程と新しい指導者たちのプロフィールはどのよ

うなものであったのか，教育省を対象にみてみたい。 

　党と国家の分離ののち，教育省を指導したのはいったいどのような人物だったのか。これ

はそれとして独立したテーマであり，教育省および革命党の当時の新旧指導者すべてを対象

にした調査を必要とするが，ここではとりあえず私のヒアリング対象者をとおして検討して

みたい。なお９０年以降のモンゴル教育改革を指導したピッツバーグ大学のＳ・Ｓｐａｕｌｄｉｎｇによ

ると，１９９２年半ばのモンゴル教育省職員の数は５０人を切っており，前年度の半数以下にな

っていたという（参考文献にあるＳ・Ｓｐａｕｌｄｉｎｇの論文参照）。したがって教育省から去って行

った人達がどのような人であったかは重要なテーマであるが，ここでは触れることができない。 

　私のヒアリング対象者の中には教育省関係者が９人いる。このうち大臣や副大臣となった

のはトムルオチル，エンヘトブシン，エルデネスレンであり，局長就任者はバタエルデネ，

バーサンジャブ，バンデイ，バトボルドの４人で，ネルグイは教育課程の専門官として，ベ

グツは国立教育研究所の所長として教育省の活動に関わっている。バトボルドを除くといず

れも９０年以降の教育省の指導的人物である（バトボルドの局長就任は２００２年である）。こ

こでの関心は，彼らがいかなる経歴を持ち，どのような経緯で教育行政の要職に就いたのか，

また政党との関係はどうか，などについて検討を加えることにある。 

　トムルオチルはアルハンガイ県の遊牧民の出身で，子どものころ遊牧民の仕事をすべてこ

なした。数学が得意で県や全国の数学オリンピックでは何度も優勝し，国立大の数学科に入

り７３年に卒業したが，新設したばかりの哲学科に再入学し，自然哲学の教員免許状（大学教

員の資格）を取得した。ついで３年間の大学院修士課程を修了し，７８年に同大学教員となり，

学科長を経て，８９年には教務担当副学長となった。改革後の９２年に教育省高等教育局長に

招聘され，９５年に教育大臣となった。４０歳だった。こうして彼は典型的なエリートコース

を歩んだことになる。その後は９６年に国会議員（人民革命党），２０００年に国会議長となり

国政の中心をあるいた。現在は再び教育省の副大臣をしている。 

　トムルオチルの経歴で特徴的なことは，９０年以前にあっては経歴の主たるエポックで必ず

大臣や人民革命党の審査を受けていることである。モンゴル国立大の数学科に入学するとき

には大臣の決裁が，哲学科に再入学したときには革命党の許可が（トムルオチル・証言２），

副学長になるときには大臣委員会の審査および革命党のナショナル委員会の審査が必要だっ

た（ドルジ・証言１６）。これが９０年以前の社会と革命党の関係の常態だった。エリートで

あればあるほど党への忠誠が要求された。 

　９０年以後についてみると，トムルオチルは同じく革命党員であるが，９０年以前のような

党による規制からは解放された。彼は教育省へ移ってからは，ユネスコと関係のあったＳｅｔｈ  
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Ｓｐａｕｌｄｉｎｇ（ピッツバーグ大学）らの指導や助言を積極的に受け入れながら，新しい教育法や

教育改革構想の作成に当たった。このケースからもわかるように，彼は同じ革命党の党員で

ありながら９０年の前と後とでは対応すべき環境がまったく異なっており，９０年以降は革命

党指導部からの直接の支配からは自由となったが，逆にグローバル化の過程でモンゴルに進

出してきた国際金融機関の支配下に間接的におかれることとなった。なおこの点については

後述する。 

　エンヘトブシンは５２年アルハンガイ県で遊牧民の子として生まれた。８２年にモスクワ大

学で高等教育をテーマにＰｈ．Ｄを取得し，同年帰国後教育省に入り，８３年から９２年まで高等

教育科学技術第１大臣を務めた。この間９１年にはモスクワ大学でＳｃｉ．Ｄを取得している（証

言４２）。彼はこのように９０年以前からの教育省生粋のエリートであり，学者でもある。８８

年高等教育委員会と科学技術委員会が統合したとき（当時は教育省内部には高等教育と科学

技術関係の行政機関はなかった），エンヘトブシンはこの統合委員会の副委員長をした。こ

の委員会の委員長はダシ（Ｍ．Ｄａｓｈ故人）で，「各機関は自分の責任で自分の機関を運営しろ」

「自分で解決の仕方を考えろ」「自分で課題を見つけ，自分で解決せよ」などと言ったとい

う（バタエルデネ，証言３）。ほかの機関や省庁にはなかったこうした本来の意味での“ペ

レストロイカ”ともいうべき雰囲気の中でエンヘトブシンは仕事をし，弟子を指導した。な

おＤａｓｈは，巻末参考文献にあげてあるユネスコ報告書の中で当時のモンゴルの教育状況・課

題などについて紹介している。 

　９０年改革をむかえエンヘトブシンは直ちに副大臣に抜擢され，議会付属の高等教育改革委

員会の設置を提唱し，９１年にはピッツバーグ大より招聘されたスポールディングらと教育改

革のための調査をし，報告書を作成した。９２年ピッツバーグ大学へ彼の弟子ともいうべき新

進気鋭のバタエルデネらとともに４５日間派遣され，アメリカの教育改革を視察している。９６

年から教育省事務次官をしたバタエルデネ（民主党）に言わせると，エンヘトブシンは「改

革の師」であり，「教育改革の基礎を作った人」で，「新しいものを理解し支援する人で，

将来の展望を持ち戦略的な企画者だった」。「この人がいたから国際ドナー機関もモンゴル

の教育に目を向けた」のだと言う（バタエルデネ「証言３」，「証言１４」）。 

　私が見るところ９０年以前から以後にかけて教育省内で継続して要職についていたのは彼ぐ

らいであり，異色の存在といえる。彼は革命党員であると思われるが，ゴルバチョフの影響

が強い。彼はモスクワ大学に留学し，そこでＰｈ．ＤとＳｃｉ．Ｄを取得しており，ソ連の新しい風を

通して世界の趨勢を見ていたのだと思う。現在エンヘトブシンは科学技術局長であり，かつ

モンゴル科学アカデミーの副総裁をしている。９０年以前の革命党がエンヘトブシンのような

人間を党機関の内部ではなく行政機関の中で育て許容してきたことが９０年の移行をスムース

にしてきたといえよう。彼は９０年以降教育省をまとめリードする中心人物となった。 

　エルデネスレンは，モンゴル国立大学数学科を卒業し，９０年以前にソ連の大学で会計学・

マネジメント論で学位を取得した。９０年以前にソ連で社会科学系の学位をとる場合は革命党

員であることを必須の条件とした。彼はその一人であったが，会計学やマネジメント論の分

野では極めて少ないケースであり，時代に先行していたともいえる。改革直後の９１年に彼は

モンゴルではじめての私立大学（モンゴルビジネスカレッジ）を創設した。その意味でモン

ゴル私学の創設者のひとりであるし，市場経済への移行後の新秩序を開拓したパイオニアで

もあった。その後彼は，モンゴル行政アカデミーの学長に就き，２０００年に教育省副大臣に招
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聘された。行政アカデミーは，９０年以前は革命党の指導者養成機関であり，９０年以後もモ

ンゴル各界の指導者を育てている機関だ。彼は副大臣を４年間務め，０４年から国会議員（人

民革命党）となった。国会では社会開発常置委員会の委員長で，教育関係や地域開発の分野

で国政に参加した。 

　エルデネスレンは私のヒアリングで教育省の歴史を回顧しながら，「以前は政策の立案機

関と実施機関を省内で分けていた。たとえば幼稚園教育という同じ分野であってもその政策

立案組織と政策実施機関が別々だった。これをひとつに統一した。そして政策調整局を作った。

この改革は大きかった」と言っている（証言１）。その場では確認できなかったが，エルデ

ネスレンのこの指摘は，「革命党の指導性」原理が生きていた頃の旧教育省では政策立案機

関と実施機関とが分かれていたことを指摘するもので，また“党と国家の分離原則”が確認

された９０年後はこの両機能が省内で統一されたことを語っており，注目してよい指摘である。

９０年以後，教育省が政策の立案・調整・執行機能をあわせもつ行政機関となった現実を肯定

的に評価したものである。 

 

　次に９０年改革後に教育省の局長に就任した４人の中堅幹部のプロフィールを検討する。 

　バタエルデネはモンゴル国立大物理学科を７７年に卒業し，イルクーツク大学に４年間留学

し，その後国立教育研究所や高等教育委員会の職員を歴任し，８７年に入省した。９０年の改

革では改革諸派を積極的に支援し，彼自身も民主党員となった。教育省の中で革命党以外の

党派に属する初めての職員であった（３２歳）。 

　９０年代前半の教育改革期にＳｅｔｈ Ｓｐａｕｌｄｉｎｇ教授（ピッツバーグ大学）を中心とするアメリカ

の大学教員がモンゴルに派遣され改革を指導したが，バタエルデネは彼らと教育省の間の調整

機能を果たし，その指導の下にモンゴル教育界のＳｅｃｔｏｒ Ｒｅｖｉｅｗや教育改革構想（Ｍａｓｔｅｒ Ｐｌａｎ）

の作成に当たった。これには前述のトムルオチルやエンヘトブシン，後述のバンディらもか

かわっている。また９０年代後半には９６年総選挙で民主連合政権が生まれ，バタエルデネは

教育省事務次官になり，その後４年間の改革を指導した。 

　９０年を前後する時期についてバタエルデネは語る：「（８０年代後半，バタエルデネが高等

教育委員会勤務の頃）高等教育委員会の委員長はガルサンだった（証言７）。彼はよく学習

は自分からしろ，と強調した。」「８８年に高等教育委員会と科学技術委員会が合併して，ダ

シさんが会長になった。この頃よりモンゴルでもペレストロイカが始まった。ダシさんの下

には２人の副委員長がいた。その一人がエンヘトブシンだった。彼は今の教育改革の基礎を

作った人だ。」「ダシさんは“自分で解決の仕方を考えろ”“自分で課題を見つけ，自分で

解決せよ”と言った」，「８９年頃になるとダシさんは“各機関は自分の責任で自分の機関を

運営しろ”と主張した」，「この頃は次の道を探し始めた時期だった。このように部下の自

主性を高めようとした省はほかにはなかったと思う」。 

　ここに言う“ダシさん”（Ｍ．Ｄａｓｈ）はすでに故人であり，ヒアリングは出来なかった。し

かしその主張はバタエルデネが言うように“モンゴルのペレストロイカ”を反映したもので，

先に引用したバトムンフ報告（第１９回人民革命党大会，１９８６年）の「部門別機関の役割を

増大させること，各経営の自主性を強化させること，労働集団の自主活動を活発化させること」

を実際の活動に生かしたものといえる。しかしこうした実践はバタエルデネが言うように「こ

のように部下の自主性を高めようとした省はほかにはなかった」と思われる。バトムンフ報
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告が強調した新しい党活動・国家活動がバタエルデネの周辺にはあった，ということの証左

でもある。こうしたバタエルデネの証言は，９０年以後の改革の動きは部分的であるにせよ９０

年以前に準備されていた，ということを意味する。 

　バーサンジャブは５４年にゴビアルタイで遊牧民の子として生まれた。７７年に国立大数学

科を卒業し，国立大ホブト校の教員となるが，８７年より３年間モスクワ大に留学しＰｈ．Ｄを取

得し，９０年に戻り国立大の教員に復職した。３６歳だった。エルデネスレンやトムルオチル

は国立大数学科で２年先輩に当る。またモスクワに留学したときには革命党の面接を受けた

が党員でなくてもよかったという。その頃は数学・物理・化学系は党員でなくても留学でき

るようになったが，社会科学系は党員でないといけなかった。９６年民主連合政権ができたと

きバーサンジャブはモンゴル国立大数学科の学科長をしていたが，教育省に招聘されトムル

オチルの後任として高等教育局長となった。彼は無党派で，その後長く高等教育分野の局長

を歴任した。無党派のまま国立大から直接局長に抜擢されたという意味では９０年前にはあり

えなかったケースで，その力量が評価されたからであろう。現在は教育省のモニタリング検

査局長についている。 

　バンディは５６年ウランバートル市の市役所経理官の子として生まれた。教育省関係のヒア

リング対象者の中では数少ない“知識階級”の出身だ。国立大学経済学科を修了し，ついで

モスクワ大経済学部を卒業し，８２年に教育省計画経済課の職員となった。その後は高等教育

計画課，高等職業教育国内委員会などを経て９０年を迎えた。３４歳だった。９１年より国立教

育研究所の副所長として省外に出るが，９４年には政策教育局長としてもどり，９６年からは

アジア開発銀行（ＡＤＢ）のモンゴル支部教育セクター開発局長となり，教育改革に必要な外

資の導入に当たった。新生モンゴルでは国庫からの教育予算では教員の人件費すら充当でき

ない規模で，それだけにＡＤＢからの支援は重要であり，ＡＤＢはもうひとつの教育省だといえ

る。その意味でバンディの存在は大きい。彼はそれ以来現在にいたるまでこの要職について

いる。彼は９１年にモスクワ大でＰｈ．Ｄを取得し，現在は教育科学アカデミーの副総裁でもある。 

　ベグツは国立教育大ロシア語科を７６年に卒業し，高等教育委員会（高等教育担当の行政機

関）の職員を経て，８１年に教育省国際局長，８８年には人民革命党の教育政策担当専門官とな

り，９０年に３８歳で国立教育研究所の所長になり現在に至っている。ベグツは言う。「１９９０

年以前の体制は革命党中心の体制ではあったが，地方のニーズを集約しなかったわけではない。

私の教育省時代の経験から言っても，教育省はソムやアイマグの人民代表機関からニーズを

掌握し，国家計画委員会，大臣委員会を通して人民委員会に反映した。大臣委員会と人民委

員会を媒介したのが革命党委員会だった。革命党の党委員会はトップの政治機関だった。と

はいえソムの意見やデータを教育省が掌握しないと行政はできなかった。」 

　ヒアリング対象者の中でベグツだけはモンゴル国立大の出身者でもないし，ソ連の大学で

の留学経験もない。ただし彼は教育大のロシア語科を出ているので，ロシア語は強い。教育

界に通じていることとロシア語もできるということで，彼は９０年以前に教育省の国際局長に

なったと思われる。また同じく９０年以前に人民革命党中央委員会の教育政策担当専門職員で

あったことは他のヒアリング対象者とは異なる。彼には９０年以前の政策立案過程における国

の行政機関と革命党との関係を聞いてみた。彼の言う人民委員会は国会に当る。国家計画委

員会と大臣委員会は行政機関のトップである。ソム（村）やアイマグ（県）の人民代表機関

は地方の行政機関である。彼の証言からわかるように，政策の決定機関は人民委員会であるが，
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人民委員会と各行政機関の間には革命党委員会が介在し，これが「トップの政治機関」の機

能を果たした。他方で地方（国民）のニーズを集約する機関は教育省であり，「ソムの意見

やデータを教育省が掌握しないと行政はできなかった」ことも真実であろう。ベグツのヒア

リングのポイントはここにある。国民のニーズに責任を負う行政機関と「トップの政治機関」

として指導権力を一手に引き受けた党委員会との間の調整が不能になったところに９０年改革

が現れた，とみてよい。ベグツがこのようなことを言ったわけではないが，彼の証言からは

こうした事態を想定することができる。 

　ネルグイは７３年に国立大学化学科を卒業し，それから６年間モスクワ大に留学し，８０年

以降は国立大学化学科の教員をしていたが，９２年に新設された教育省理科教育専門官に抜擢

されて入省した。それ以降はこの国の教育課程改革の中心的な存在となっている。彼女は無

党派である。ネルグイは言う。「その頃（８０年代後半）私は大学にすでに１０年以上勤めて

いた。１０年以上勤めると革命党の党員にならないといけないと思う。１年間準党員をやって

党員になる。９０年当時各機関には党の部屋があった。そこでは誰が党員になるか会議が重ね

られた。私も党員になるように言われた。私は“ならない”と返事した。このことが教育省

に移るときよくも悪くも作用した。しかし党はしっかりしていない。だから入らなかった。

このような私みたいな人が多かった。」 

　ネルグイの証言からは二つのことがわかる。ひとつはソ連への留学にあたり革命党員であ

ることが特に理系の場合は条件ではなくなっていたこと，もうひとつは８０年代末，モンゴル

国立大学の中で革命党の評価は必ずしも高くなかったこと，である。モンゴルの９０年変革で

はモンゴル国立大学の教員や留学帰りの学生の果たした役割が大きかったことは述べた。新

政党の創設者の多くが国立大の教員であったこともその例証である。モンゴル国立大学がモ

ンゴルの政治・経済・科学の分野の指導者の養成機関であったことを考えると，８０年代後半

でのネルグイが言うような変化－革命党員であることがエリートになる条件ではなくなりつ

つあったこと‐はもうひとつの流れとして注目できる。 

 

　それではこうした教育行政の指導者のキャリアに見られる特徴はなんであろうか。それら

を通して党と国家の分離後の教育省の新しい担い手の特徴を検討してみたい。 

　彼らの出身地・出身階層をみると，ネルグイとバンディを除くとみな地方出身で，遊牧民

の出身はトムルオチル，バーサンジャブ，バトボルドの３人，バタエルデネは地方出身だが

教員の子でエリートの子として育った。バンディはウランバートル市の幹部職員の子であり，

ネルグイの父親はウランバートル周辺町村の下級職員を渡り歩いており遊牧民との接触は強い。

エンヘトブシン，エルデネスレン，ベグツは不明だがいずれも地方の出身でおそらく遊牧民

の子であろう。こうしてみるとバタエルデネとバンディを除き，殆どが遊牧民の子であるか，

遊牧文化の中で育っている。９０年以前のモンゴルの階級構成は，労働者階級，農民階級，知

識階級に明確に分かれており，身分証明にも出身階級が明記された。３階級のうち労働・農

民階級が学歴・職歴の上で優遇され，知識階級は“信用できない人間”として不遇にされた。

９人の出身階層を見ると，３人が知識階級で，その他は農民階級の出身者で，労働者出身は

いない。労働階級がいないということは，９０年以前のモンゴルではまだ労働者が階級として

のまとまりや条件を形成していなかったことを語っていよう。コメコン体制という社会主義

的国際分業の中でモンゴルは第１次産業中心の地域に位置づけられており，モンゴルでは優
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秀な労働者の形成は不可能であったといえよう。 

　学歴を見ると，エンヘトブシンとベグツを除くとみなモンゴル国立大学の出身者だ。トム

ルオチル，バーサンジャブ，バトボルドは数学を，バタエルデネは物理を，ネルグイは化学

を専攻しており，バンディだけが経済を専攻した。法学出身者は一人もいない。わかるとお

り圧倒的に理系が多く，わけても数学が多い。これは偶然ではない。モンゴル国立大学の数

学科が旧モンゴル社会のあらゆる分野における出世コースの源泉だった。数学に秀でた人間

が人間の価値においても評価された国であり，そうした時代であった。 

　またソ連での留学経験が重視されていることがわかる。モスクワ大学が４人（バーサンジ

ャブ，エンヘトブシン，ネルグイ，バンデイ）で，イルクーツク大学が１人（バタエルデネ）

で，エルデネスレンもソ連の大学で学位を取得している。ベグツはモンゴル教育大のロシア

語科を出ているが，８１年から教育省の国際局長をしているのでソ連との関係は深い。９０年

以前の留学生は，革命党員であるかあるいは党の推薦がないとだめで，こうしたことを考え

るとここに上げた９人は旧世界のエリートであったことはまちがいない。同時に彼らはソ連

における旧社会主義社会の変革（ペレストロイカ）の動きを身近に体験している存在でもある。 

　当時の彼らの年令をみると，トムルオチルが４０歳，バトボルドが４２歳で，その他はみな

３０代であり，きわめて若い。バトボルドは９０年代の教育省の指導者ではなかったので彼を

除いて考えると，指導者の殆どが３０代であることがわかる。９０年以前の教育省の職員の半

分が９０年以降解雇され，新教育省の職員構成は５０人以下であったということとあいまって（Ｓ． 

Ｓｐａｕｌｄｉｎｇ， Ｍｏｎｇｏｌｉａ：Ｓｙｓｔｅｍ ｏｆ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ，Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ ｏｆ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ， Ｐｅ

ｒｇａｍｏｎ， １９９４），世代交代が確実に進んだことの証左である。 

　９人の前歴を見ると，９０年時点に省内にいたのはエンヘトブシンとバタエルデネの２人だ

けで，９０年以前に教育省での職員歴が多少あるのがベグツ，バンデイの２人で，その他の５

人はまったく別の職場から来ている。トムルオチル，バーサンジャブ，ネルグイら３人は国

立大から直接入省している。こうしてみると教育省の新しい指導者達の多くが外部から入っ

たものであることがわかる。 

　所属政党別に見ると，人民革命党が６人，民主党が１人，無党派が２人となる。傾向とし

ては人民革命党の党員がやはり多いが，革命党中央委員会の職員だったベグツを除くと彼ら

は党組織以外の現場組織の中堅幹部であり，党の指導者ではなかった。むしろ党の指導を受

け現場に責任をもつ存在であった。しかもエンヘトブシン以外は外部からの入省者であり，

教育省所属の党員ではない。また民主党員が一人，無党派が２人であったことからすると，

政変後いち早く革命党以外の人が中堅幹部に採用されたことがわかる。バタエルデネの場合

は教育省職員でありながら９０年の変革運動に積極的に参加し，結成後まもない民主党に参加

した職員であり，その彼が中堅幹部に採用されたことは従来の基準からするとまったく想定

されない事態だったといえる。彼らはこうして党内でのキャリアーとは別の基準により新し

い指導者に選ばれたと推察できる。 

　こうして政党の指導は後退したが，彼らを指導した新しい原理はなんだったのだろうか。

あるいは新たな指導機関はあったのであろうか。ここで注目されるのがＳ．スポールデイング

らアメリカのピッツバーグ大学を中心とするグループである。スポールデイングはすでに８７

年にユネスコからモンゴルに派遣され，ユネスコが資金援助した国立大学ホブト校をモニタリ

ングするためにモンゴルを訪問している（バタエルデナ，証言１４）。９０年以後は，９３年にモ
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ンゴル教育界のセクターレビューが刊行され（Ｍｏｎｇｏｌｉａ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｈｕｍａｎ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ， Ｓ

ｅｃｔｏｒ Ｒｅｖｉｅｗ，１９９３  巻末参考文献参照），その後の教育政策の基本方針が出されたが，これ

はモンゴル教育省，アメリカの教育開発アカデミーおよびピッツバーグ大学の３者により作

成されたもので，この事業をアジア開発銀行（ＡＤＢ）が資金面で後援した。ピッツバーグ大学

からはＳ．ＳｐａｕｌｄｉｎｇやＪ．Ｃ．Ｗｅｉｄｍａｎが，さらにニューヨーク州立大学からＤ．Ｍ．Ｗｉｎｄｈａｍが，

オレゴン州立大学からＬ．Ｊ．Ｋｅｎｎｅｋｅがこの作成に参加した。このうちＷｉｎｄｈａｍとＫｅｎｎｅｋｅは

教育開発アカデミーのメンバーとして参加した。９４年にはこのセクターレビューを基礎に教

育改革のマスタープラン（Ｍｏｎｇｏｌｉａ Ｈｕｍａｎ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ａｎｄ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ Ｒｅｆｏｒｍ Ｐ

ｒｏｊｅｃｔ， Ｍａｓｔｅｒ Ｐｌａｎ， １９９４　巻末参考文献参照）が教育省および教育開発アカデミーにより作

成されているが，これにはニューヨーク州立大学のＤ．Ｍ．ＷｉｎｄｈａｍとＦ．Ｎ．Ｋｅｍｍｅｒｅｒが教育開

発アカデミーのメンバーとして参加した。なおこうした教育改革の基本資料の作成にモンゴ

ル側から参加したメンバーは，ヒアリング関係者のエンヘトブシン，バタエルデネ，ベグツ，

ユラ，バンデイなどであった。なおここに紹介したセクターレヴューやマスタープラン，さ

らにはその後に交換された政府・教育省刊行物（巻末参考資料参照）については別の機会に

紹介する。 

　教育省の再編過程（人事）において，さいごに注意しておかなければならないことがある。

それはバトボルドを除いて彼らの中には現場の教育経験者がいないということである。彼ら

はエリート集団で，地方の学校現場との接点を欠く存在であり，地方とのネットワークを持

たない教育行政機関として孤立した存在であった。別の言い方をすれば中央行政機関と学校

との間の中間組織（たとえば全国校長会・教頭会，教科別研究組織，県教育文化局長の全国

組織，職業技術学校の全国組織）がない，あるいは中間組織を形成する配慮を欠いた行政機関・

機構として出発したことである。その意味で行政機構のネットワークは依然としてトップダ

ウン型であり，ボトムアップの機構を欠く存在であった。モンゴルの学校カリキュラムのナ

ショナルスタンダードや教科書がアカデミックすぎるという批判がよくされるが，その遠因

もここにある。 

 

４　市場経済社会への移行の実態はなにか 

　市場経済への移行は９０年改革の中心課題であり，行き詰まっていた社会情勢を打開できる

最後の手段でもあった。しかしその実態はどうだったか。市場経済への移行は順調に進んだの

か。 

　８４年８月，人民革命党中央委員会はツエデンバルを党総書記と首相の座から解任し，バト

ムンフを党総書記（書記長），および首相とした。ついで８６年５月の第１９回党大会のあと，

ソドノムを首相に選出し，バトムンフ，ソドノム体制が始まり，社会主義時代最後の改革期（ペ

レストロイカ）をむかえた。 

　第１９回党大会のバトムンフ報告は，第７次５ヶ年計画を総括し，多くの欠陥を指摘した。

国民経済各部門の質と効率の悪さ，管理・運営の怠慢や無規律・無責任からくる資源の喪失と

浪費，食料・日用品の供給の不十分さ，他の社会主義国と比較しての経済水準の低さ，など多

くの欠陥が指摘された。そしてバトムンフはそれらの欠陥が「市場の増大しつつある需要から

生産が立ち遅れているという客観的な原因とある程度結びついていた」として，経済情勢の分

析に「市場」という用語を使った。おそらく党の公式文書の中でこの「市場」という用語を使
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ったのはこれがはじめてだと思われる。こうして行き詰まった社会主義経済の建て直しに市場

原理を導入するという動きがスタートした。（『社会主義モンゴルの道　ジャムビン・バトム

ンフ演説報告』参照） 

　同時にモンゴルは１９８８年に経済開放政策をとり，コメコン諸国以外の外国との交流・交易

を図るにいたった。すでにイギリスや日本（１９７２）とは外交関係を樹立していたが，８７年に

アメリカと，８９年に韓国と外交関係を樹立した。日・モ関係では，８７年にモンゴル外相が日

本を，８９年に日本の外相がモンゴルを訪問し，同じ８９年に日本政府経済使節団がモンゴルを

訪問した。ついで９０年にモンゴル首相が日本を，９１年に日本の首相がモンゴルを訪問した。

他方８９年にＥＥＣと外交を樹立し，９０年にＩＭＦ，ＡＤＢ（アジア開発銀行）に加盟し，９１年に

世界銀行に加盟した。こうしてコメコン体制（社会主義的国際分業）と決別し，市場経済シス

テムへの移行が不可避となった。とはいえ当初この移行は社会主義体制の中に市場経済要素を

とり入れるというものであり，資本主義経済への移行を明確にしたプログラムではなかった。 

　市場経済への移行については，１９９０年にモンゴル国初代大統領に選出されたオチルバトに

よると，社会主義経済システムに市場経済原理を取り入れようとした最初の内閣はソドノム政

権（８６・７－９０・３）だった，という（オチルバト，ｐ．２９２）。オチルバトは，８５年に対外

経済関係国家委員会議長につき，２年後新設直後の対外経済関係・供給省大臣に任命された社

会主義時代最後の経済閣僚だっただけに，この指摘は信頼できる。また８６－９０年にソドノム

政権下で経済閣僚だったＴ．ナムジンは，政府部内で「市場経済に移行するという決定がなされ

た」のは１９８９年だったと言う（ナムジン，下巻ｐ．１３２）。 

　こうして１９９０年を迎えることになったが，市場経済への移行が社会主義から資本主義への

移行を意味するかどうかは不問に付されたままだった。 

　９０年３月ソドノム政権からゴンガードルジ政権に交代し，「社会主義経済の危機から抜け

出す主要方策は，短期間に市場経済へと移行すること」であることが人民大会議で確認された

（オチルバト，ｐ．２９３）。ついで９０年７月の総選挙のあと成立したビャンバスレン内閣は新

政府のとるべき改革７原則を定め，国家小会議（常設国会）の承認を得た。その第３原則に，

改革は「市場経済の原理を基礎とする」とある。そしてこの改革はそれ以降矢継ぎ早に実施さ

れた。９１年１月に「市場経済への移行に関するいくつかの対策について」（政府決定第２０号）

が出された。９１年５月には「モンゴル人民共和国の所有の私有化に関する法律」が出され，

国営企業の民営化への布石となった。９１年４月には銀行法が制定され，新たに商業銀行１５行

が設立された。９３年５月には通貨為替の自由化が，９３年６月には「外国資本投下に関するモ

ンゴル国の法律」が出され，外国資本の投下に対して有利な条件が作られた（ナムジン，下巻

ｐ．１８３）。ビャンバスレン内閣によって実施されたこの市場経済への移行措置は，当時“ショ

ック療法”と呼ばれ，期待に反してきわめて悲惨なものとなった。 

　こうした流れと平行して，と言うよりこの流れを積極的に支援し指導する機関としてアメリ

カをはじめ，主要な国際金融機関がモンゴルに入ってきた。９０年７月の自由選挙の１ヵ月後

アメリカの国務長官ジェームズ・ベーカーがモンゴルを訪問し，成立後間もないビャンバスレ

ン内閣の主要メンバーと会い，国際金融機関によるモンゴル支援に道を開いた。９０年８月に

は国際通貨基金（ＩＭＦ）が調査団を送り込み，９１年５月にはアジア開発銀行（ＡＤＢ）が職員

をモンゴルに派遣した。ソ連に代わるこうした国際援助機関を積極的に受け入れたのは，ビャ

ンバスレン内閣の第１副首相であったダワードルジ・ガンボルドであった。彼はＭ．フリード
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マンを信奉するエコノミストで，市場経済至上主義のモンゴルにおける中心的推進者で，民族

進歩党の創設者（９０年）でもあった。 

　ビャンバスレン首相は人民革命党員であったが，革命党を含め具体的で明確な改革方針を出

すことはできなかった。彼らは社会主義の古い制度をなくし市場経済に移りさえすればいいと

単純に考えていた。経済・社会的な混乱があったとしてもそれは９０年以前の社会主義制度や

古い党の責任だと考えた。オチルバトが言うように，モンゴルは「ソ連が力を使いきり国家も

解体し，他国民どころか自国民すらいかんともし難くなり，政治的経済的に深刻な危機状態に

陥ったその時，我々は孤児のようになった」のであり，「過去７０年間人々はみな社会主義の

ために働き，ソビエトの援助を受けたのに，最終的に国民には蓄えた資産はなく，国家の財政

備蓄もない，ということである。その原因はどこにあるのか。すべての原因を社会主義，社会

主義システムに求める以外にはない」という状況だったのである（オチルバト，ｐ．３０４）。 

　こうした事情を背景にしてビャンバスレン政府は，明確な方針を持たないまま市場経済にむ

けて改革を始めた。したがって現実の動きはガンボルド第１副首相とＩＭＦなど国際金融機関の

方針に従って進んだ。それはまさに“ショック療法”であり，モンゴルに「必要のレベルをは

るかに超えた痛み」を強制する結果となった（Ｊ．Ｓｔｉｇｌｉｔｚ『世界を不幸にしたグローバリズムの

正体』ｐ．１５参照。なお青木編『変革下のモンゴル国経済』第２章「金融改革の進展状況」も

参照）。 

　まず民間企業のないモンゴルに市場を人為的に作り出すため，９０年以前の国有企業を民営

化する措置がとられた。民営化は１９９１年からのバウチャー方式と，９７年からの競売方式との

二つの方法で実施された（湊「モンゴル遊牧経済の“市場化”」）。バウチャー方式による民

営化により９５年までに国有資産の９３％を私有化，中小工場・流通機関の１００％，家畜の９８

％が私有化された。購買能力を持つもののいない社会の中での国有企業の急速な民営化がいか

なる結果をもたらすかは明らかだった。市場経済の経験のない市民にバウチャーにより機械的

に分割所有された旧国有企業はその殆どが解体し，一部残った国有財産は有力者に集中した。

“民営化すれば市場が生まれ，経済成長につながる”とＩＭＦは言う。しかし市場がまったくな

い中での措置だった。必要な準備や前提条件がない中で民間の経営体を作り出そうとする措置

だった。かくして従来あった製造・流通機能は解体し麻痺してしまった。 

　それに追い討ちをかけたのは，価格・貿易の自由化であり，為替相場の自由化であった。 

価格の自由化政策は，９１年１月より開始され，９２年３月にほぼ全面実施となった。これは

それまであった消費者保護の物価統制を撤廃することであり，急激なインフレを起す結果と

なった。インフレ率は，９１年５２．７％，９２年３２５％，９３年１８３．０％，９４年６６％，９５年５３．１

％，９６年４４．６％，９７年２０．５％といった具合で，その結果「１９９１年１月と比べて，１９９５

年末には商品価格とサービス料金は４６．８倍に上昇し国民生活の著しい困難を招くという正反

対の結果をもたらした」（ナムジン，下巻ｐ．２０５）。 

　貿易の自由化は，国内産業の保護育成のための貿易障壁を設けることなく実施され，まだ

競争力を持たない国内産品を輸入品と競争させることになり，製造業や成長しはじめたばか

りの農業に壊滅的な打撃を与え，雇用は破壊され失業の増大となった。さらに貿易の自由化

に伴う政治の腐敗・汚職が一般化した。 

　ドルに対する為替相場の自由化はモンゴル通貨トゥグルグの急速な切り下げとなり，９１年

１ドル４０ｔｇだったのに，９３年に３９０ｔｇ，９６年には４８０ｔｇとなり，５年間でトウグルグは１２分
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の１の価値しか持たなくなり，輸入物資の大幅な値上げとハイパーインフレを促進した。ピッ

ツバーグ大学のスポールデイング教授は９０年前後モンゴルにいたが，当時のドルの公式換算レー

トは９０年には１ドル６ｔｇだった，という（Ｓ． Ｓｐａｕｌｄｉｎｇ， Ｍｏｎｇｏｌｉａ：Ｓｙｓｔｅｍ ｏｆ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ）。

こうした指摘からいっても通貨切り下げの異常さがわかる。 

　こうした変化をＧＤＰの推移で追ってみると，それは９０年以降９３年まで毎年低下し，９４年

にようやく前年比プラスとなったが，９０年代は一貫して８０年代の水準に達しなかった。９９

年ＧＤＰは総額で８９年の９６．１％，一人当たりで７９．８％にまでようやく回復した。部門別ＧＤＰ

では，８９年は鉱工業３１．８％，商業２２．３％，農牧業１５．５％という順であったが，９８年は農

牧業３２．８％，鉱工業２４．１％，商業１８．９％という順となり，９０年以前と比べ鉱工業のウエイ

トが下がり，農牧業のウエイトがトップとなり，両者は逆転し，鉱工業が衰退した状況がわか

る（湊　邦生， 前掲論文）。ちなみに２０００年以降の最近の状況を ０７年でみると，鉱業２７．４

％，農牧業２０．６％，輸送・通信９．１％，製造・電気・建設８．３％，商業７．６％といった具合で，

銅・金の採掘・輸出などの鉱業および農牧業が主要な産業であることがわかる。製造業にいた

っては４．１％で，この国の産業構造のひずみがよくわかるし，製造業を中心とする加工産業が

現在に至っても殆ど伸びていないことがわかる（Ｍｏｎｇｏｌｉａｎ Ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ Ｙｅａｒｂｏｏｋ ２００７）。 

　“ショック療法”は，他方で恐るべき貧困を生み出した。社会主義から市場経済への移行

国において「それがもたらしたのは前例のない貧困だった」（Ｓｔｉｇｌｉｔｚ，前掲書，ｐ．２３）。“最

高の貧困対策は経済全体を成長させること”だとするトリクルダウン効果はモンゴルでは実

証されなかった。１９９４年では貧困層はすでに人口の２６．８％となっていた。９５年の国立統計

局の調査では３６．８％が貧困ライン以下（１ヶ月一人当たり２５０００Ｔｇ以下の生活，日本円で約

２５００円）の生活をしていると報告している（Ｍ．ロッサビ，ｐ．ｐ．１６９）。９８年の世銀とＵＮＤＰ

の調査でも３５．６％が貧困ライン以下だと結論付けている。こうした点については２００３年東京

で開催されたモンゴル支援国会議での報告書（Ｃｕｒｒｅｎｔ Ｓｏｃｉａｌ ａｎｄ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｓｉｔｕａｔｉｏｎ ｏｆ Ｍ

ｏｎｇｏｌｉａ， Ｔｈｅ Ｍｏｎｇｏｌ Ｍｅｓｓｅｎｇｅｒ紙２００３・１１・１９掲載）においても触れており，１９９５年の「生

活水準測定調査（ＬＳＭＳ）」では貧困生活者３６％，９８年のＬＳＭＳでは３５．６％となっている。２

０００年になっても貧困層は国民の３分の１を上回り，０５年のＡＤＢ年報（Ａｓｉａｎ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ 

Ｏｕｔｌｏｏｋ，２００５）では１日０．７５ドル以下（貧困ライン以下）の貧困者は国民の３６％だと報じ

ている。「貧困の撲滅」を使命とする世界銀行，「世界経済の安定と成長」を使命とするＩＭＦ

の意図とは，まったく逆の事態がモンゴルでは起きた。 

　他方，経済成長には社会開発が必要だということがＩＭＦなどにより一貫して無視されてきた。

教育機会の拡充，安全のセーフテイネット，貧困対策，格差是正，産業育成，科学技術の振

興などは，政府の援助を必要とする。しかしこの分野に支出されてきた旧来の政府補助金・

助成金は“緊縮財政”を名目にカットされ，教育の分野では原価回収の原則が強制され，授

業料・寄宿舎費・教材費などが私費負担となり，医療分野でも個人負担が導入された。“教

育は有料”という考え方が横行し，大学には政府助成がなくなり，授業料のみに依存し，学

校の民営化，国立学校の国費負担のカットにより職業技術教育は国の政策からはずされ，荒

廃の一途をたどった。国内企業を起し，地域産業を育成し，輸出を伸ばす，そのためには貿

易の保護政策が必要となるし，開発の初期における農業，製造業（中小企業）の形成のため

に政府資金が必要となる。政府による重点的技術開発や人材養成が重要となる。インフレ防

止のためには金融引き締めが必要だとして高金利政策を強要されてきたが，新規事業を創出
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する低金利の銀行資金が中小企業家には不可欠だが，そうした政策はまったくとられなかっ

た（９３年の銀行利子の年率は６０－１２０％）。 

　金，銀，銅などの天然資源の乱開発と採掘されたままの一次産品の輸出による経済成長政

策は，環境の持続可能性の危機を招来し，“オランダ病”を生み出している。資本市場の開

放政策は，外国人投資家によるホットマネーの流入を引き起こし，それらは希少金属の鉱区

の買占めと採掘鉱業へと急速に流れ込み，外国人投資家による国内資産の収奪へと向っている。 

　２０００年以降はどうか。ロッサビは，２０００年頃よりＩＭＦなど国際金融機関の援助方針が変

わり，貧困縮小，雇用開発，技術修得などの政策を重視する転換を始めたという。しかし彼

も言うように，これが「本当の意味での方針転換」だったかどうかは疑問視されている。む

しろ彼自身が言うように，「期待できそうもない」という予想が当った（Ｍ．ロッサビ　ｐ．１２７）。 

　ＧＤＰの伸びをみると，２００２年１２４１ｂｌｎ．ｔｇだったのが， ０４年２１５２ｂｌｎ．ｔｇ， ０５年２７７９ｂｌｎ．ｔ

ｇ，０６年３７１４ｂｌｎ．ｔｇ，０７年４５５７ｂｌｎ．ｔｇといった具合に伸びてはいる。経済成長率も０４年に

はじめて二ケタ台の１０．６％を示し，以後３年間は年平均７％の成長率を予想された（ＡＤＢ年

報０５年）。とはいえ貧困ライン以下の人口は，０４年で３６％，０６年３２．２％で依然として貧

困層の人口は３分の１を示しているし，失業者も０５年で労働人口の２０％と見られている（ＵＢ

－ＰＯＳＴ紙，０５・３・３）。ＧＤＰが伸びたとはいえ，伸び率の殆どは銅・金を中心とする金属

資源の輸出の伸びであり，ＧＤＰを構成する消費，投資部分の伸びではなく，経済成長が人々

の生活レベルの引き上げにはなっていない。また銅・金の伸びといっても，産出額が増えた

というより国際価格の高騰によるもので，実質経済の伸びにはなっていない（ＵＢ－ＰＯＳＴ紙，

０５・２・８）。 

　ちなみに２００４年の総選挙についていうと，選挙戦は伯仲し，モンゴルで初めて与野党の議

席が同数となり，その結果政府は革命党と民主連合による連合政府となり，首相の任期も１

期４年を半期にわけ，両党から２年ずつ交代で出すという異常事態になった。選挙後最初の

国会の開設に当ってバガバンデイ大統領（革命党）は演説で「国会と政府にとり最初になす

べきことは貧困と失業の削減であり，両派は協議をもっと民主的にすべきで，自党の利益だ

けを考えるのではなく，国民本位の政治をすべきである」と強く主張した。新しく選出され

たエルベグドルジ首相（民主党）も貧困撲滅をめざす戦争を宣言し，そのために必要な費用

が「政府の財政能力を超えているとしても，それを出さなければならない」，同時に「高度

の重要性を持つのは教育である」と述べた（Ｔｈｅ Ｍｏｎｇｏｌ Ｍｅｓｓｅｎｇｅｒ紙　２００４・１０・６）。

これらは明らかにそれまでとられてきたＩＭＦなどの経済成長至上主義に対する批判であり，

そこからの脱却宣言でもあった。もっともエルベグドルジはＬｉｂｅｒｔｙ Ｃｅｎｔｅｒ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎの創

設代表者で，この会社はＭ．フリードマンやＦ．ハイエクなどの著作をモンゴル語に翻訳して

いる会社で，新自由主義の信奉者であるが，その彼にあっても先のような主張をせざるを得

ないほどモンゴルの状況は厳しさを増している。 

　こうした情勢については，モンゴルでもっとも信頼できる統計機関であるＳａｕｔ Ｍａｒａｌ社の

世論調査（０４年６月実施）が如実に示している。関連する設問項目についてみると以下の通

りである。 

　「現在の経済状況についてどのように考えますか」：「非常に良い」２％，「良い」１４％，

「良いと悪いの両方」４５％，「むしろ悪い」３２％，「悪い」６％ 

　「家族の生活状況についてどのように考えますか」：「非常に良い」２％，「良い」１６％，
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「良いと悪いの両方」４０％，「むしろ悪い」３４％，「悪い」８％ 

　「最も大事な社会経済問題はなんですか」：　１位「失業問題」３４．１％，２位「貧困問題」

２３．４％，３位「教育問題」１０．９％，４位「生活レベル」８．１％ 

　世論の趨勢ははっきりしている。現在の「経済状況」や「生活状況」について「よい」と

応えているのは２０％に満たない。「悪い」とする層が４割いる。格差が下方に向って拡大し

ていることがわかる。「経済が成長すれば貧困はなくなり，失業もなくなる」とする経済成

長至上主義（トリクルダウン説）とはまったく逆の状況が生まれてきた。モンゴル国民にと

って重大関心事は「失業問題」と「貧困問題」であって，ついで「教育問題」が前面に登場

する。その解決には政府の施策が必要である。しかし９０年以来のＩＭＦなどの国際金融機関の

指導は一貫してこれらの問題を重点施策からはずしてきた。先に紹介したバガバンデイ大統

領やエルベグドルジ首相の演説や世論調査の結果は，ＩＭＦなどの外部機関の指導理論が神話

でしかなかったことを証明した。 

　とはいえその後のモンゴル政府の財政規模拡大政策に対して，０８年ＩＭＦはモンゴル政府に

強い主張の勧告を出した。勧告は「公務員の採用や賃金をおさえよ」「（国家予算の）社会

的経費を削減せよ」「いかなる新しい支出プログラムにも反対する」「０８年度は緊縮予算（黒

字予算）を維持せよ」といった内容になっており，９０年以降のＩＭＦの対モンゴル政策の基調

は依然として変わっていないことを示している（ＵＢ－ＰＯＳＴ紙，０８・３・１３） 

　なおこの期のインフレ率を参考までにみると，９８年６．０％，９９年１０．０％，２０００年８．１％，

０１年８．０％，０２年１．６％，０３年４．７％，０４年１１．０％，０５年９．５％，０６年６．０％，０７

年１５．１％，０８年１７．５％となり，２０００年台の中期から後期にかけてインフレが進捗してい

ることがわかる。先のＩＭＦの勧告はこうした事態に対する処方箋であるが，それが従来どお

りの機械的な処方箋でしかないことがわかる。 

　大要以上がモンゴルにおける市場経済社会への移行の実態である。市場経済への移行がモ

ンゴル社会主義の危機を救うであろうとする“夢”は無残に消えた。だとすると９０年の改革

はモンゴル人にとり否定の対象であったのか。そうではない。モンゴル人の多くは「９０年改

革」を積極的に肯定する。先に見たＳａｕｔ Ｍａｒａｌ社による同じ世論調査に現れた以下の数字が

それを雄弁に語っている。 

　「１９９０年の民主主義への移行」について：　「正しい」９０％，「間違い」６％ 

　「１９９０年の市場経済への移行」について：　「正しい」８６％，「間違い」９％ 

　このようなモンゴル人の対応の背景をなす根拠はなんであろうか。それには１９９０年改革の

必然性を解き明かさないとならない。この問題については後述することにしたい。 

 

５　「移行期」をヒアリング対象者はどのように見ているか 

　９０年以降の２０年間を私のヒアリング対象者達はどのように見ているのだろうか。はっき

りしていることは彼らの中で９０年以前への復帰を望む人は皆無だったことだ。これは上述の

世論調査の結果と一致する。とはいえ「移行期」への評価は厳しい。また彼らは９０年改革の

なにを肯定しているのであろうか。 

　バトフー（モンゴル国立大）の次のような指摘は多くの人に共通する理解である。「私は

１９９０年のペレストロイカには積極的に参加した。（中略）しかし現在この期待は裏切られた

ままだ。社会はまだ変わっていない。今でも国会の前でハンガーストライキが実施されている。
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毎日人が集まっている。私も参加し，お金などを出している。学生にも参加を訴えている」（証

言１８）。これは０６年４月時点の証言である。１９９０年の改革時点に誰もが抱いていた期待は

裏切られたまま１０数年経っている，社会は悪いまま変わっていない，というのだ。 

　オユンツェツェグ（モンゴル国立大）も同じことを言う。「９０年改革をするために社会民

主党が作られ，その中心に国立大の先生が多くいた。それを支持する人もいた。しかしその

後の事態の発展はこうした人たちの期待を裏切り，改革はまだ実現されていない」（証言２０）。

同じくダワージャルガル（教育大）は言う，「モンゴルのペレストロイカには私は積極的に

かかわったが，そこで期待したような社会は生まれなかった。現在のような社会を欲したの

ではない。悪い社会になったし，私は気に入らない。党員になることもいやになる社会だ」（証

言２４）。 

　オユンツェツェグが言うように９０年時点では社会民主党への期待は大きかった。しかしこ

の党には対立する二つの流派があり，そのひとつの流派が現在のモンゴルを指導してきた。

それは言うまでもなく新自由主義や経済成長至上主義を信奉する一派であり，モンゴル社会

の格差拡大に掉さしてきた。またダワージャルガルは９０年当時期待して社会民主党に参加し

た。しかし今では逆に「党員になることもいやになる社会」になってしまった，と彼は言う。

政党への信頼は裏切られた。 

　ではいったいこの２０年は彼らにはどのように映っているのか。アマルザヤ（モンゴル国立

大）は言う，「 ９０年以降の“市場中心”社会は金だけを至上とする人間を育ててしまった。

ビジネス・政治・行政の世界の中心人物が特にそうである。保育園の園長も子どもを“質に

とって”親には金だけを請求する。親も家庭を犠牲にして，金稼ぎに奔走する。どうしてこ

のような社会になってしまったのか断定はできない。ＩＭＦや世界銀行が経済成長中心主義の

政策をとっているという問題もあるが，経済・財政援助を受けるモンゴルの政界・経済界の

人物にも相当の問題がある」（証言４８）。アマルザヤは市場経済社会への移行が“金だけを

至上とする人間”をつくりだしてしまったことを憂慮し告発する。モンゴル人の多くが変わ

ってしまった。彼はその要因を国際金融機関の指導方針と関連させて捉える視点を持ちなが

らも，むしろモンゴル人の中に生まれたこうした価値観の変容とその行動に注目する。これ

こそ市場経済社会への移行がもたらしたものだ。 

　ベグツ（国立教育研究所所長）は別のアプローチから２０年間の変化を把握する。「９０年

までは国の教育ニーズが支配的だった。たとえば大学への入学者や大卒就職者は国が管理し，

個人のニーズは顧慮されなかった。だから失業はなかったが個人の欲求は実現されなかった。

９０年から２００５年の現在まではまったく逆に個人のニーズが前面に出た。市場経済が政策を

作るのであって，国は小さければ小さい方がいい。国は政策立案者ではない。これが９０年以

降の考え方だった。とはいえ市場が実際の政策を作るかといえば，そうではない。モンゴル

の市場・社会はそこまで成熟していない。むしろ政策形成能力はモンゴル社会は持っていない。

もつとすればこれからだ。これからは社会のニーズが明らかにされる時代だ。また国の政策

形成能力の重要性が２年くらい前からわかってきた。こうした趨勢と個人のニーズとを調整

するのが今後の課題になっている」（証言６）。 

　これは０５年５月時点の指摘だ。９０年以前は「個人のニーズ」が押さえ込まれ，９０年以降

はそれが解放され自由になった。それに対応して「国は小さければ小さい方がいい。国は政

策立案者ではない」，「市場が政策を作る」のだといわれ，これが基本方針となった。しか
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しモンゴルは市場社会を作ることに成功していない。外国からの援助や投資，輸入に依存し

てかろうじて社会を維持してきた。自らものを加工し，作り出す製造業は２０００年代中期で実

質ＧＤＰの６％に過ぎない。社会を構成する自生的組織も少ない。ベグツは「国のニーズ」が

後退し，「個のニーズ」だけが前面にでた結果生まれたモンゴル社会の無政府状態や強者の

支配を問題とする。無政府状態から一定の秩序を作り出すモンゴル社会はまだ形成されてい

ない。「国の政策形成能力の重要性」はやっと「２年くらい前からわかってきた」，と彼は

言う。この２０年間「個人のニーズ」は解放されたが，それは一部の人間であり，大部分の個

人ニーズは国の保護をうけなかった。強者の支配と格差の拡大が野放図に放置された。「国

の政策形成能力」と「個人のニーズ」との「調整」はこれからの課題だ，と彼は言う。 

　ユラ（技術工芸専門学校校長）は市場経済社会への移行の仕方を問題とする。「モンゴル

では市場経済に平和裏に移行できた。しかし急ぎすぎた。経験のないものが新しい社会を作

らざるを得なかった。白いカードや青いカードを配り，みんながわからないうちに従来の共

同の資産を民営化し，株のように売り買いし分け合ってしまった。当時の経済政策は悪かった」。

「工場はつぶれ，生活はだめになった。急にすべてを民営化し社会経済は滅んだ。市場経済

への移行はやらざるを得なかった。しかしそのやり方を知らなかった」（証言２９）。 

　旧国営企業の民営化はＩＭＦや世界銀行がモンゴルで強行した施策だった。ユラはそれを身

近にみてきた一人である。彼は教育省にいて職業技術教育の振興に責任を負っていた。しか

し職業教育への需要は壊滅した。民営化は失敗した。「だから職業学校をばらばらにして各

省庁に配ってしまった。職業教育を改善する条件がなくなってしまった。当時の若者は市場

経済への移行は楽にできると思った。ほんとはよく研究しないといけなかった。外国を見な

いといけなかった。段階的に移行すべきだった」（証言２９）。ユラのこの言説は悲痛である。

モンゴルは大きな失敗をした。職業教育が政府の保護の対象になり，日の目を見るのはやっ

と０７年である。この１０数年の空白は大きい。産業をになう人材を育てることのできない社

会は滅びる，という万国共通の教訓はモンゴルでは活かされなかった。 

　こうした問題は職業教育だけではない。普通教育も同じだ。地方で校長や指導主事をして

いたチュルンバルは言う。「９０年以降の学校はいったい何のための学校なのか。市場経済の

ニーズに合わせた学校とは到底いえない。市場経済の中で社会主義の学校がそのまま残り，

そのままやっているように思える。学校はカリキュラムを作る権限を持たない。教科別の授

業時間数や単元別の授業時間数を学校で決めることもできない。ナショナルスタンダードを

１００％実施するだけだ。それは市場経済のニーズにあった学校などではない」（証言１２）。

同じく当時スフバートル県教育文化局長をしていたバトボルドは，「９０年以降の社会は社会

主義時代のいいところを捨ててしまった。責任や役割が薄くなった。」「社会主義時代はい

い教育をつくろうと計画化できた。今はできない」（証言１３）。ウランバートルで公立学校

の教師をしていたナランツェツェグは，「第３３学校の教員の３分の１は辞めた。多い学校で

は半分が辞めた。給料だけでは生活ができない。インフレはすごい。商売に転身するしかな

かった。酔っ払いが増えたのは９３年のアルコールのカードが配給されるようになってからだ」

（証言２２）。 

　学校は社会変化の影響を如実に受ける。上述したように９０年以降のモンゴル社会は市場経

済社会などとはとてもいえない。市場をまとめるセンターもなければネットワークもない。「市

場経済のニーズ」が総括されないから「市場経済のニーズに合わせた学校」など生まれるわ
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けがない。教育省の職員も半減して新しいカリキュラムや教科書を作る条件もない。だから「社

会主義の学校がそのまま残る」という状況が生まれた。新自由主義が国策の中心をなすとき

教育の計画化などは問題外となる。ましてや社会主義時代の計画行政の復活は考えられない。

バトボルドの言うように計画化は「いまはできない」という状況だ。ナランツェツェグが言

うように都市部では教員の３分の１から半分が辞める状況だった。「社会開発は教育から」

という政策は９０年代を通じて採用される余地はほとんどなかった。 

　状況は大学でも同じだった。モンゴル国立大の教員ダルジャーは３０歳代で９０年を迎えた。

彼女は言う，「９０年以降になっても大学はほとんど変化しなかった。私は９３年４月に国費

留学生として東北大に留学した。９９年４月まで東北大で修士と博士課程を過ごし，ドクター

をとった。（中略）帰国後研究テーマの継続はできなかった。研究条件が違う。別のテーマ

に変えた」，「大学での研究費は授業料収入のみでこれは学生の教育費にも満たない。外部

からのプロジェクト経費を探してくるしかない。外国のプロジェクトを受けるのは大変で，

国内企業から研究費をもらう。しかしこれは教育実習費などには使えない。政府からの金は

科学技術基金からくる微々たるものだ。それらは大学以外の科学アカデミーの人件費に化け

てしまう」。ドヨド国立大教授も言う，「１９９０年前後の国立大学は殆ど変化がなかった。不

思議なくらいだ。大学の管理行政では変化があったが，教育の方法などでは殆ど変化はなか

った。大学のスタンダードも変わらなかった。これをいま変えないといけない」（証言１９）。

同じくブルマーも，「１９９０年を境にして東ドイツでは教員は殆ど代わった。モンゴルの大学

では変化はなかった。政治家は代わった。しかしそれ以外の機関は変わらなかった」（証言９）。 

　大学に変化がなかったわけではない。ここでも「民営化」が強行された。それは政府の保護・

助成を打ち切る形で実施された。授業料無償や奨学金は廃止され，光熱水費などの維持管理

費（国費）も廃止された。授業料だけが大学の収入になった。逆に１００以上の膨大な数の私

立大学ができた。いずれも受益者負担主義の強行である。大学と科学アカデミーを統合して

大学が教育機関から教育研究機関へと改編する政策がとられたが，これは殆ど進まなかった。

大学は依然として教育機関のまま放置された。だから授業料収入だけでよいとされた。政府

を媒介とする社会と大学の連携も作られなかった。上掲の３人が言うように「大学は殆ど変

化がなかった」。これは不思議なことといえる。私はこうした証言を聞いた時わが耳を疑った。

しかしＩＭＦなどの国際金融機関の喧伝する「教育の民営化」政策がいまだ市民社会の形成さ

れていないモンゴル社会で強行されたとき，こうした事態が生まれるであろうことは十分予

想されて良いことだった。 

　教育大のナランツェツェグは，「大学もいい教師を失い始めた。（中略）学生に考えさせ

ることを中心にしたが，学生は考えなくなっていた。新しいことを試行しようとしても，“そ

んなことはできない”，と言う。９０年以前と違って自由に授業を形成できるようになった。

“…しなさい”式ではなくなった。自分の研究を活かし，考えたものを実践に生かせること

になった。しかしまだこのいい条件を活かしきれていない」（証言２２），と言った。「大学

が殆ど変化しなかった」理由は教員や学生の側にも理由があった。大学での研究・教育は自

由になった。しかしその条件を活かせる主体的な力量が教員の側に欠けていた。社会主義時

代には教育内容・方法は殆ど統制されていた。自ら何かを試行する自由はなくてよかった。

その風潮が９０年以降も残された。学生が教師の言うことを聞くか聞かないかも自由となった。

「考える」ことじたい学生の自由であり，思考停止も許された。こうして大学の教育環境は
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変化した。しかし環境の変化への適応能力を多くの教員は欠いていた。大学は教育機関であ

って研究機関ではないとする考え方は古くからの教授層にはいまだに抜けていない。こうし

た古い層と研究を重視したい若い世代との世代交代はいまだ実現されていない。 

　以下の３人の証言は，この２０年間の変化を上述の視点とは違った視点から見た証言となっ

ている。それぞれ異なるが重要な指摘だ。 

　オランチメグ（ホンゴル大学副学長）は，「いまの社会政策は人間を向いていない。国民

のニーズを知ろうとしない。社会の問題を調査せず，先進国の真似をしている。市場経済も

発展していない。」「社会開発は人間開発だ。小さいときから子どもの精神を開発すること

が大事だ，と考えて努力した」。「社会主義時代は自分の言えることを言えなかった。上か

ら言われたことをするだけだった。社会開発はよくいったと思うが，言えることを言えない

社会ではだめだ。それが最近になってまた言えることが言えないような社会になってきている。

これがモンゴルの民主社会を良くしていない」（証言２６）。 

　オランチメグは社会民主党員としてバヤンホンゴル県で地元の後継世代の育成に努力して

きた。彼女の大学には農業コースもあるし，銀行・会計コースもある。地域開発なしにはモ

ンゴルの未来がないことを彼女は知っているし，「社会開発は人間開発だ」ということを熟

知している。にもかかわらずこの２０年間政府の社会政策は「人間を向いていない」し，「国

民のニーズを知ろうとしない」。現場に責任を持つ組織と中央政府との間には重大なミスマ

ッチが存在した。それのみか最近になって「言えることが言えない社会」に回帰していると

言う。「民主社会」の基盤が形成されないだけでなく，掘り崩されつつあることを彼女は憂う。 

　ナランツェツェグ（教育大）は言う，「９０年で“解放された”というが，その意味はわか

らなかった。民主主義になり個人の責任は高まると思った。しかし反対だった。差別がなく

なり，平等になると思った。教員の責任は高まると思った。しかしそうではなかった。」 

　彼女は「９０年」がいかなる意味で人間の「解放」につながるか見通すことはできなかった

が，「解放」を期待した。しかし現実はそうならなかった。国家と指導政党だけが「責任」

を持つとされた社会から，個々の人間が責任を持つ社会になると彼女は期待した。教師の責

任も拡張され自らの責任で子供たちの新しい教育に努力できると考えた。しかしそうではな

かった。「労働者」「農民」「知識人」といった具合に階級差が人為的につくられ，「知識人」

が国家や指導政党から懐疑的に処遇された社会，上級機関への中節度で処遇が決められ，発

言内容や行動を絶えずチェックされる社会，そこには不公正な差別があって平等はなかった。

彼女はこうした社会がなくなり，「民主主義」なるものが実現されると考えた。しかしそう

ではなかった，と彼女は言う（証言２２）。 

　ソヨルト（文化教育大）の心配は深刻だ。彼は言う，「いまのモンゴルはこのままだと滅

んでしまうのではないかと私は心配だ。（中略）いまのモンゴルは中国の犬みたいだ。セレン

ゲの木の伐採を見てわかるように中国人はモンゴルの自然を破壊している。ウランバートル

にはカジノがいっぱいあるが，そのオーナーの殆どは中国人だ。今スフバートル広場に大き

なホテルが建設中だが，これも中国の資本でつくられている。中国からおおぜいの男性会社

員がモンゴルに来ているが，彼らはここでモンゴルの女性を買う。北京の街角にはモンゴル

の女性が立っている。こうしたことに目をふさいでいるモンゴルでは将来がない」（証言２５）。 

　ソヨルトはモンゴル人であるが，内モンゴルの出身で，文化大革命の中で父親を殺され，

多くの親族が抑圧された。彼は中国の地でモンゴル人に対する民族抑圧を身をもって体験した。



４７ モンゴル　人と教育改革（５） 

また１９２０年代初頭のモンゴル建国までの清による支配の歴史を知っている。彼には現在のモ

ンゴルが，再び中国により席巻されるのではないか，と映じている。私はソヨルトのこの気

持ちがわかる。モンゴルの流通・消費・建築・資源開発・観光などあらゆる分野に中国資本

は浸透し，モンゴルの社会や自然を支配しつつある。多くのモンゴル人がこの事実に脅威を

抱いている。政治家や行政官はこの事態に手をこまねいている。１９２０年以前の歴史が繰り返

されてはならない。私はソヨルトを見るとき，１９３０年代にモンゴルの建国や独立を日本との

親交を通して実現しようとした多くの親日家がこの国にいたこと，そして彼らのほとんどが

スターリンの指導で粛清された歴史を想いだす。（田中克彦『ノモンハン戦争』，２００９，岩

波新書，はこの間の状況を新たな資料を使って説明している） 

　しかしながら彼らは，１９９０年以降のモンゴルの現実にこのような批判や危惧を持ちながら

も，“１９９０年”を肯定する。 

　アデイヤ（元農牧業大学教授，ホンゴル大学長）は，「私にとって１９９０年の変革はよかっ

た。力のある人が自由に自分の力を発揮できるようになった。これはいいことだ。しかし他

方で自由になりすぎ，自分の責任を取らなくなってしまった。これは悪い面だ。責任の自覚

のない自由ではだめだ」（証言１０）。ネルグイ（教育省教育課程専門官）は，「“１９９０年”

は私にとっていい意味があったし，いい影響があった。これによって世界全体を見ることに

なった。いろいろな制度を見ることができた。世界は小さい。自分で考えてきたことを実験・

実証できた。この新しい社会は人間に機会を与えてくれた。この機会を自分のためだけに使

うのか，人のために使うのか，それは人によって違う」（証言４）。バトボルド（前教育省

初中教育局長）は，「もちろんいい面はいっぱいある。言いたいことを言える。地方分権に

もなってきている。私立学校もできる。しかし問題も多い」，と言った（証言１３）。 

　例証は少ないが，関連するテーマにかかわる証言は以上のようなものである。１９９０年改革

の積極面としては，「自由に自分の力を発揮できる」（アデイヤ），「自分で考えてきたこ

とを実験・実証できる」（ネルグイ），「言いたいことを言える」（バトボルド）などの根

拠を挙げている。こうした発言はいずれも，“自分らしさを維持したい”，“他からの強制

から自分を開放したい”，“自らの考えを実現したい”など，「…からの自由」（消極的自由）

と「…する自由」（積極的自由）の両方を求める叫びである。またそのためにはネルグイが

言うように，「世界全体を見ること」が必要になるし，「人間に機会を与えてくれる」空間

が必要になる（公共性をもつ空間）。これらの条件は人間存在の基本条件であり，形式的で

はあれこうした条件が９０年改革で保障されたと彼らは考えた。 

　これに反して１９９０年以前の社会は，「多様性の否定」とその上に立つ「全体への統合・包

摂」が各人に要求された。そうした体験がかれらに“自由への渇望”を抱かせた。そしてそ

の後の無秩序の支配や弱肉強食の世界などの経験は，彼らに“自由への幻滅”をも体験させた。

にもかかわらず彼らが１９９０年以前への復帰を願わないのは，“多様性を否定”された上で強

行された“統合”への恐怖があるからだ。私はモンゴル人が持つこうした心情をモンゴル滞

在中なんどか知らされた。 

 

６　モンゴルの“１９９０年”は何を意味したか 

　では一体モンゴルの１９９０年はなんだったのか。これがここでの最後の問いである。 

　モンゴルの“１９９０年”については多様に説明できるであろうが，ここでは二つの側面から
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検討したい。ひとつは９０年以前との比較において，もうひとつは９０年以後の中での位置づ

けである。 

　まず９０年以前との対比で“１９９０年”を総括したい。９０年になぜモンゴル人民共和国は滅

びたのか，という問題の整理である。これは旧ソ連邦の衛生国に共通する問題であるが，概

括すると１９９０年に至る必然性を以下のように指摘できよう。 

　モンゴルにおける“１９９０年”は， 

・経済的には，国民の日常生活のニーズに対応できなくなった指令的集権的経済システ

ムが破産した結果であり， 

・コメコンという社会主義経済の分業体制のなかにあって，ソ連中心の１国支配が８０年

代のグローバリズムと調整不能に陥った結果であり， 

・ ソ連・モンゴル間の経済協力にモンゴル側から強い異論が出た結果であり， 

・政治的には，旧憲法にあった国民主権原理と党の指導性原理とを調整できなくなった

結果であり， 

・党と国家の一体性の神話が国民から支持されなくなり，この神話が崩壊した結果であり， 

・“一枚岩主義”が，本来異論や多様性の存在を認めたはずの民主主義的中央集権主義

を押さえ込んだ結果であり， 

・価値の多様性原理が旧来の指導性原理ともはや共存できなくなった結果であり， 

・８０年代後半に党内にうまれた改革構想（ペレストロイカ）が党の自己改革とうまく結

びつかず，国家の改造構想にまで対象化されなかった結果であり， 

・“党の非国家化”を党自身として実現できなかった結果であり， 

・総じて，社会空間を基盤とする自立的公共空間を形成できなかった結果である。 

　こうして９０年以降は，国家と社会の二つの人間の活動空間を国民に開放することで形成さ

れる公共性の創造こそがモンゴルの新たな課題となった。それは「国家からの自由」と「国

家への自由」（国家の必要性）という一軒矛盾する原理を調整する能力を国民に要求する。

しかしこの両者の調整はいまだにうまくいっていない。 

　では９０年以後との対比で“１９９０年”が意味するものはなんだったのか。それは９０年で実

現した民主主義とはなんだったのか，という問題でもある。 

　多党制，直接選挙制，議院内閣制，大統領制などの民主的諸制度は実現した。政権交代も

現実のものとなり，選挙のたびに政権党に変化がある事態が生まれた。しかし政治の世界と

国民の日常生活とは乖離したままで，この乖離はむしろ拡大している。法の支配ではなく“恣

意の支配”が強い。多党制といっても革命党も民主党も違いがなくなり，「違うのは顔だけだ」

といった嘲笑が飛び交う状態だ。政権党が変わっても，政治が贈収賄によって左右される世

界は続いた。人間の質の問題が大きくなった。 

　９０年以降のモンゴルはＩＭＦや世銀の指導により新自由主義の国際潮流の影響が強く，それ

が国家の指導原理にさえなった。これは国家への不信を信条とする。また９０年以前の社会主

義国家の末期における市場原理の導入による起死回生策も指令主義的官僚国家への不信と結

びついていた。後者は社会主義を原理としていたし，前者は自由主義を原理とする。この点

で両者はまったく異質であるが，奇妙なことに両者は“国家への不信”という点で共通して

いる。にもかかわらず９０年以降国家権力は特定部分で強化された。民営化，貿易・為替の自

由化，緊縮財政などなどは国家権力の強化以外の何者でもなかった。とはいえこの国家権力
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Ｄａｓｈ Ｍ， Ｎｙａｍａａ Ｄ， Ｄａｍｄｉｎ Ｄ， Ｍｏｎｇｏｌｉａ ｂｙ ｔｈｅ Ｙｅａｒ ２００５， ＵＮＥＳＣＯ， １９９０ ，ＢＥＰ／ＧＰＩ／６０ 
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小貫雅男『世界現代史４　モンゴル現代史』，１９９３，山川出版社 
宮脇淳子『モンゴルの歴史』，刀水歴史全書５９，２００２，刀水書房 
生駒雅則『モンゴル民族の近現代史』，ユーラシア・ブックレット６９，２００４，東洋書店 
ハイシッヒ『モンゴルの歴史と文化』，田中克彦訳，岩波文庫，２０００，岩波書店 
今西錦司『遊牧論そのほか』，平凡社ライブラリー１１６，１９９５，平凡社 
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小長谷有紀編著『遊牧がモンゴル経済を変える日』，２００２，出版文化社 
関　満広・西澤正樹編著『モンゴル市場経済下の企業改革』，２００２，新評論社 
島崎美代子・長沢孝司編著『モンゴルの家族とコミュニテイ開発』，１９９９，日本経済評論社 
長沢孝司・尾崎孝宏編著『モンゴル遊牧社会と馬文化』，２００８，日本経済評論社 
長沢孝司・今岡良子・島崎美代子・モンゴル国立教育大学ＳＷ学科編著『モンゴルのストリートチルドレン－
市場経済化の嵐を生きる家族と子どもたち』，２００７，朱鷺書房 

『モンゴル国における貧困家庭児童の家族に関する研究』，２００４，日本福祉大学ＣＯＥモンゴルグループ 
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湊邦生「モンゴル遊牧経済の“市場化”」，モンゴル研究会『モンゴル研究』，Ｎｏ．２１，２００３ 

の強化は国民による統制とは無縁である。日常的に国民は国家統制のルートを持たないから，

４年に１度の総選挙のたびに支持政党を変えるという事態が生まれた。政権をとった政党は

４年後には国民の支持を失う。この繰り返しが続いている。個人の自己実現を可能にする国

家の質が問われている。１９９０年はこの質を生み出すことにはならなかった。多くの国民が９０

年改革に抱いた期待はなおも課題のまま残されている。 
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「国づくりと大学教育改革：モンゴル国の大学教育改革の実証的研究」，２００６年，北海道大学高等教育機能
開発総合センター生涯学習計画研究部『大学教育改革における大学－地域パートナーシップの開発過程に
関する国際比較研究』 

森修『モンゴルの日本式高校』，２００５，河北新報出版センター 
中西令子『モンゴルの風にふかれて』，２００８，ホランの会 
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体』，徳間書店） 
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