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春期国民大会議が開会

国会議員 D. ガントルガ氏の
議員資格を剥奪

S. バヤルツォグト氏、
B. アリオンサン氏、
B. ビャンバサイハン氏を逮捕 最後に思い出すものは

何もありません。
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毎週の論説

　「知識は力なり」とは、フランシス・ベーコン（16
〜 17 世紀のイギリスの哲学者）の言葉である。辞書
を引くと、知識という言葉は「人間もしくは一部の人
が知っている情報、感覚あるいは経験」と書かれている。
知識は情報から、情報はデータからなる。データは現象、
起きている物事についての事実や特定の書類の集合体
である。データを情報にし、情報を知識とする、そし
て知り得た知識を応用する力を能力という。教育の基
本原則は、知識と能力を併せ持った人材を「作る」こ
とである。
　そのため世界各国で教育は、国民一人一人が享受し、
経済競争力を高め、幸せに暮らすための必要不可欠な
要素であるとみられている。紀元前 500 年の思想家の
孔子は人はみな教育を受ける平等な権利があると説い
た。18 世紀ドイツのプロイセン国王フリードリヒ２世、
ハプスブルク王妃マリア・テレジアは義務教育制度を
作り、遊牧民、農民、貴族が平等に教育を受ける礎を
築いた。
　モンゴルは人口が少なく 2 つの大国に挟まれている。
知識は私たちの幸せな暮らしの基礎となり、隣国との
差別化を図り、自国の文化や伝統を守る。そして独立
を確かなものにするための動機付けでもある。
　私たちは後述する 2 つの事を重視すれば、この 2 つ
の大国に依存することなく競争力を高め、経済を発展
させ、国際市場において自分たちの地位（存在感）を
確立することができる。その 2 つとは母国語の他に外
国語の充実した知識と国民のデジタル・リテラシーで
ある。
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第 1に言語

歴史文化を理解できるようになることが最も重要であ
ることを、過去 20 年間の歴史が示している。家庭に
よって子どもに外国語を学ばせることを最優先に重視
した結果、子どもが外国語と外国の文化についての知
識は身に付いたが、母国語と母国の歴史や文化を知ら
ず、競争力を持てなくなってきている。
　初等教育ではまず知識より正しい人間として育てる
こと、生活習慣を身に付けさせること、他者と共存で
きる能力を身に付けさせることが重要であることを
フィンランドの事例から見ることができる。
　EUでは 1+2、つまり母国語 +2つの外国語教育とい
う政策を実施している。特にスカンジナビア諸国はそ
の良い手本である。小学 3年生から最初の外国語を学
び、中学生から第 2外国語を学ぶ。義務教育期間に 2
つの言語を身に付けている。第 1外国語は英語である。
インターネット上の情報の 70％が英語で表記され、世
界 55 ヵ国で公用語が英語と宣言され、7億 5000 万
人が英語を話している。モンゴルと隣接する 2つの大
国はお互いの言語ではなく、英語でコミュニケーショ
ンを取っている。モンゴル政府は第 1外国語を英語と
正式に定めている。
　第 2外国語として隣接する 2カ国のどちらか選択す
ることが可能である。私たちは自分たちを何倍にも大
きくする方法は知識であり、その知識を取得する最短
の道は外国語である。小さい国には英語と隣国の言語
を習得し、外国人とビジネスを行い、また外国人を通
して国際市場に出ている。具体的な例を上げるとスイ
ス、オランダ、シンガポールである。スイスではドイ
ツ語、フランス語、イタリア語、英語を流暢に話される。
海岸線をもたず永世中立な立場をもって世界で最も裕
福なこの国は、金融サービス、セメント、チョコレート、
時計製造で世界首位を誇っている。

知識は力なり
また発展と独立を保障するもの

　外国語を学ぶ以前に子どもは母国語をしっかり
と身に付けて物事を順序立てて考えるようになり、
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　個人がスマートフォン、タブレット、ノートパソコ
ンやコンピューターを使って情報を収集する、他者と
コミュニケーションを取る能力の両方を習得すること
をデジタル・リテラシーという。デジタル・リテラシー
は「21 世紀の能力」と言われる批判的思考（Critical 
thinking）、問題解決力（Problem solving）、創造力

（Creativity）と並び、学童期の子どもが習得しなけれ
ばならない 4 つの能力の 1 つである。情報技術の改革
は新興国に経済や社会を新たに発展させる機会をもた
らしている。
　モンゴルは「知識に基づいた社会と能力の高いモン
ゴル人」を育成する目標を打ち出し、2030 年には「国
全体における労働力の需要に応じるため、高い専門能
力をもつ人材を供給できること」、また「世界的に認め
られた知識や能力を有する学生を養成する高等教育制
度が構築されていること」とある。だが現状を見ると、
この目標に辿り着くまでには長い道のりがあることが
わかる。
　国際経営開発研究所が出した世界競争力ランキング
によれば、モンゴルは 63 ヵ国中で高等教育、創造性、
知識共有などで最下位となっている。そしてインター
ネットの活用、電力の安定性、国際特許数、通信の安
全性、航空輸送の質、知的財産保護などで 62 番目となっ
ている。このランキングは大きな改革の必要性を示し
ている。

第 2にデジタル・リテラシー

　経済協力開発機構（OECD）は、2000 年より 3年
ごとに加盟国及び非加盟国の 15歳の生徒を対象に数
学知識、科学知識、読解力の学習到達度調査（PISA）
を実施し、比較する形で各国の義務教育水準を測定し
ている。この調査の主な目的は、義務教育が経済発展
に欠かせない知識と能力を生徒が身に付けているかを
測定することにある。自国の教育水準を鏡に映すよう
に客観的に見られるため、各国はこの国際調査を重視
するようになった。
　2015 年の報告書によればシンガポール、日本、エ
ストニア、台湾、フィンランドがトップ 5となり、ド
イツは 16位となった。
モンゴルは 2012 年にこの調査（PISA）に参加する目
標を掲げているが、実施されることもなく担当する責
任者もいない。私たちはこの調査に参加し、何ができ
ていないのかを鏡でみて修正、改善をしなければなら
ない。

　オランダの人々はオランダ語、英語、ドイツ語、フ
ランス語を話す。この国は海上輸送、国際貿易、金融、
保険サービスで世界首位となっている。また、世界初
の株式会社を設立し、初の取引所を開設した。シンガ
ポールは 4つの言語をもっているからアジアの金融セ
ンター、多国籍企業の本店が所在する都市となってい
る。
　小さく大国と隣接する国は多言語のメリットを昔か
ら認識し、国民の外国語習得を支援し、国境を越えた
ビジネスを奨励し、政治的にニュートラルな政策をとっ
てきた。だからと言って自国の伝統文化を失うことな
く、より繁栄している。そのような国の国民は物事を
グローバルに考え、優れた活動能力を持ち隣国と自国
の差を付け、国内市場より外国市場から大きな収益を
得ている。

鏡をみて

　人材開発、質の高い労働力つまり人を資産とする基
本的な条件は国民の教育、特にその質にある。
　モンゴルでは 2016 〜 2017 年において 798 校に
562,000 人の児童生徒が就学している。そのうち首都
ウランバートルでは 2015 〜 2016 年度において 24
校 6,300 人が、2016 〜 2017 年度では 34 校 9,923
人の児童生徒が三部制で授業を受けていた。ウランバー
トルでは生徒が教室に入り切れず、地方の村の学校で
は生徒が見つからなくなっている。　　　　　
　質の高い教育制度の構築には、専門的に学び高い能
力を身に付け、情熱や希望があり、社会に広く認めら
れた教員なしでは考え難い。モンゴル人を「教育」し
ている教員たちの生活水準が低いため、仕事の成果も
良くないのは当然だ。さらに教員には絶えず能力向上
を図るように圧力がかかる。私たちは教育分野への投
資において国内総生産の 5 〜 6％、国家予算の 5 分の
1 を使っているが、満足できる結果が出ていない。
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デファクト インタビュー
モンゴル語・英語・ロシア語でのインタビュー

ダライ・ラマ第 14 世

ダンザンジャムツ

J（ジャルガルサイハン）:　こんにちは。モンゴルは 25 年
間政治、経済、国民生活において大きな移行をしてきました。
しかし共産主義時代の概念や思想がまだ多く残っています。
共産主義から民主主義への移行期の中でモンゴルはどのよ
うに変わったと思いますか？
ダライ・ラマ :　1970 年代の文化大革命時代の中国のよう
に伝統文化、宗教、精神的な存在を否定し、排除していた
時代がモンゴルにもありました。人間の精神は感情や文化、
伝統と関係しています。精神的な存在を政治的な理由で排
除することは不可能です。今日の中国では仏教及び他の宗教
や信仰が拡大しています。モンゴルと旧ソ連では宗教の影
響力を排除するための政策が実施されていました。モンゴ
ルではチョイバルサン氏の時代に多くの知識層や僧侶を排
除しました。私は1979年に初めてモンゴルを訪問しました。
当時の政治家はみな無宗教を装っていましたが、個別に会っ
てみると明らかに何らかの信仰をもっていました。しかし、
今日のモンゴルは民主主義に移行し、現代教育を取り入れ
るようになりましたが、発展を物質的な要素ではかり、人々
は物や財産に誘惑されるようになっています。しかし、財
産では心の平和をもたらすことができないことを時が見せ
てくれるでしょう。

J:　今日のモンゴルは物質的な富を築く民主主義国になろう
としています。民主的資本主義は人類が実践してきた制度
の中で最も優れているということに同感できますか？
ダライ・ラマ :　 そうですね。私もそう思います。民主主義
は政治的なシステムとして人類の未来そして唯一の道だと
思います。人類の 70 億人がこの地球を共有しています。国
とは国民一人一人が作り上げているものであり、ある政党
もしくは宗教指導者、国王が作り上げるものではありませ
ん。指導者は出現し、そして去っていきます。しかし、国
民はいつまでも存在します。私は 2011 年に政治から完全
に離れました。私一人だけではなく、私と共にダライ・ラ
マが宗教政治の最高権力者となってきた 400 年の伝統に幕
が閉じたと言えるでしょう。なぜならば、私は国民が国の
最高権力者を自由選挙で選び、最高権力者は国民に責任を
負う民主主義制度が正しいと見たからです。

http://jargaldefacto.com/category/8

富とお金、名誉のためにこの生涯を生きた人には
最後に思い出すものは何もありません。

クラシック

もし国の最高権力者が責任をもって公務をできない場合は、
国民が指導者を辞職させる権利を持っていなければなりま
せん。もちろん間違いは起こりますが民主主義は唯一です。
それゆえに資本主義は個人が自分を存分に発揮できる、新
しいものを創り出す自由をもたらします。しかし、集中計
画経済制度は個人にそのような機会を与えず、逆に何かを
やろうとする意欲を削いでしまいます。資本主義国では権
利を法律で定め実行していく。そして監視する独立した司
法制度がなければならないということを先進国の事例をみ
ればわかります。

J:　私はインドの首都デリーを訪れた時、特にダラムサラ市
を歩いていて人々には怒りなどなく、幸せそうに歩いてい
ることに気づきました。インドでは貧富の差がとても大き
いということを誰もが知っています。それでもインドの人々
は笑顔いっぱいに歩いています。しかし、私たちモンゴル
人は微笑むことはあまりありません。国や民族を幸福にす
るものは何ですか？
ダライ・ラマ :　表面上の物質的な発展は内面的な発展と両
立していなければなりません。金銭的に裕福になることを
優先事項としてはいけません。私たち人間は喜怒哀楽をも
つ生き物です。喜びや悲しみなど感情は私たちの内面、つ
まり精神や思考と関係しています。内面的な価値とは心が
平和であることに関係します。しかし、お金や名誉では心
の平和をもたらすことはできません。場合によっては、裕
福になって名誉を上げるほどに心配事が多くなります。モ
ンゴル人は歴史的にみて強力な軍人だったので心配を少な
くすることができると思います。（笑）

J:　人生において思いやりというものはどのくらい重要です
か？なぜこんなことを聞いているかというと、モンゴルで
は貧しい暮らしをしている人は前世で行った罪のカルマを
背負っているという人々がいます。このような考えをもつ
人が多少なりともいるので物乞いに対して辛く当たる人が
多くいます。この状況をどうすれば変えることができます
か？
ダライ・ラマ :　それはとても間違った考え方です。
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ダライ・ラマ 14 世、ダンザンジャムツ氏と 2014 年にした
インタビューの内容を一部省略しました。

インタビュー全部を
http://jargaldefacto.com/article/deerkhiin-gegeenten-xiv-dalai-lam-his-holiness-

dalai-lama-xiv-1-r-kheseg
http://jargaldefacto.com/article/deerkhiin-gegeenten-xiv-dalai-lam-his-holiness-

dalai-lama-xiv-2-r-kheseg
リンクにてご覧いただけます。

インドにも貧しい人々を見てカルマと言います。このカル
マは何をしても変わることがないと無視しています。宗教
的にはこれはあり得ない誤解です。ブッダは人間一人ひと
りが神で、みな同じということを忘れてはいけないと教え
ています。お金持ちで裕福な暮らしをしている人でも他者
と同じく努力して勤勉であることを怠ってはいけないので
す。余裕がある人は、教育や福祉の支援が必要な人々を助
けていかなければいけません。貧しい暮らしをしている人
をカルマと言ってはいけません。ブッダ自身貧しく病気に
苦しんでいる人々を助けていました。ブッダは病気で捨て
られた人を自ら看病し、足を洗って、自分の弟子の 1 人アー
ナンダに水汲みに行かせたという話があります。重要なの
は自ら率先してやってみせることです。

J:　私たちモンゴル人は迷信と宗教を区別して理解する必要
があります。何かをする時に良い日、悪い日という風習が
あります。例えば、この日は床屋に行ってはいけない、こ
の日は旅に出てはいけないなど。ダライ・ラマにとって悪
い日はいつですか？
ダライ・ラマ :　これについてブッダは明確に教えています。
カルマです。全ての行いがあなた自身に因るものです。曜
日や昼夜というものは関係ありません。自分が生まれた夜、
空には特別な星が出ていたとダライ・ラマ 5 世が自身の本
に書いていました。しかしその本の終わりに彼が生まれた
日に何匹かの犬が子犬を産んだと書いてありました。

J:　悪いことをすれば寺院に参拝し、お金を奉げて許しを求
めます。このようなことがブッダの教えにありますか？
ダライ・ラマ :　ありません。ブッダの教えには全ての創造
主というものはいません。あるのは教師のみです。ブッダ
は私たちに心の平和をどのように得るかについて教えてい
ます。創造主ではないのでブッダが私たちの行為を許すよ
うなことはしません。私たち自身が正しい考えと心を持っ
て自らの未来を創ります。人は自分の運命の持ち主ですか
ら、未来は自分がどうあるかに因ります。運命は私たちの
手の中にあるとブッダが教えました。

J:　モンゴル人の中で謙虚さがなく、他より目立ちたがる、
物質的な欲望をもつ人がたくさんいます。しかし、インド
の人々や仏教僧はとても謙虚です。謙虚さは重要ですか？
ダライ・ラマ :　とても重要な性格の 1 つです。人には謙虚
さが必要です。私は人々に会う時はダライ・ラマとしてで
はなく、70 億人の 1 人として会うように心かけています。
私は彼らを自分の兄弟姉妹と同じようにみています。人々
も私をそのようにみてほしいと思っています。私たちはみ
んな人間として生まれてきました。

もし、私は自分をダライ・ラマだから他の人より上だと考
えれば、それは私をとても孤独な人にさせるでしょう。

J:　全ての世代の教育についてどう思いますか？あなたは教
育を非常に重視していることをあなたが応えた数多くのイ
ンタビューを見て感じました。教育は子どものみに必要な
ものではありません。全世代に必要です。これについてあ
なたの意見を聞かせて下さい。
ダライ・ラマ :　教育とは知識を深めることだと思います。
13 世紀に暮らしていたチベットのある教師が言った「人は
死ぬまで学ぶ」という言葉があります。

J:　教育を啓蒙と言っても良いですか？人はどうすれば自己
啓発ができますか？教育と啓蒙の違いは何ですか？
ダライ・ラマ :　啓蒙をいろんな意味で理解することができ
ます。教育がある人は教育がない人より啓蒙されていると
言っても良いでしょう。科学分野で研究者を啓蒙された人
と言うならば、仏教では精神や瞑想においてブッダに啓蒙
された人と言います。ですから啓蒙とは深い知識と教育を
指します。

J:　私は普通の人間として一つ伺いたい。人生の価値は何で
すか？
ダライ・ラマ :　人生の価値は幸福だと思います。

J:　幸せに暮らすということですか？
ダライ・ラマ :　そうです。人はライバルを蹴落とし、狡
猾な方法を使って自分の思い通りに実現したとしても、こ
れは一瞬の幸せ、永遠に続くものではありません。しかし、
人に害をもたらすことなく、人を助け、人のために努力す
ることができれば、幸せに生きる方法が見つかります。こ
のように生きることができれば、歳をとり、終えた後に自
分が意味ある人生を生きたと思い、言葉で表すことができ
ないくらいの幸福感に包まれます。しかし、富とお金や名
誉のためにこの生涯を生きた人には、最後に思い出すもの
は何もありません。生涯を通して集めたお金と名誉が、そ
の人に安らかな死をもたらすことはありません。
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　4 月 5 日から国会議員の 80％が出席して春期国民大会議が
始まった。今大会議で賄賂対策庁が求める追加予算の審議が予
定されている。モンゴルの腐敗と戦う賄賂対策庁は慢性的な人
材不足に陥っている。賄賂対策庁の人材登用には内閣の承認が
必要だ。賄賂対策庁は政治的腐敗を取り締まる機関だ。ここ最
近、元大統領の N. エンフバヤル氏の汚職事件以外、これといっ
た腐敗を摘発していない現状に批判が集中している。賄賂対策
庁の組織強化に取り組むことは良いことだが、結果を出さない
からと組織を解体するのは早計だ。大統領はその権限で賄賂対
策庁長官を指名し大会議に提案する。そして大会議が長官を任
命する。つまり大統領が指名した賄賂対策庁長官を大会議が承
認するかどうかは分からない。
　殆どの政府機関の長には任期がある。政治から独立した機関
となるモンゴル銀行や賄賂対策庁などのトップは、大会議の影
響を受けず全権を持つべきだと思う。それにより安定的に機能
する。現在、彼らの任期は最長で 4 年で、政党の都合でそれよ
り短くなる場合がある。先日のモンゴル銀行法改正でモンゴル
銀行を政治から切り離したのと同様に、賄賂対策庁も政治から
独立させる必要がある。モンゴルでは春期大会議と秋期大会議
の 2 つの大会議が毎年開会される。この 2 つの大会議には多く
の「夢のような」法案がリストとして提案される。もちろん全
ての法案を可決成立させる事はできない。大会議の一番の問題
は、最も議論を巻き起こすであろう法案の審議を会期末に行う
ことである。なぜならそれはモンゴルの国民的祭典である旧正
月とナーダム祭と重なり、国民の注目が逸れた時に議決する意
図がある。今大会議は政党選挙とモンゴル国憲法の改正につい
て審議されるので、我々国民は注視していくべきである。
　現在、大統領は死刑制度復活の法案を作成している。またそ
の他に子ども手当を 100％支給するという法案も作成してい
る。子ども手当法案は、はたして経済的に余裕のある家庭の子
どもに 2 万トゥグルグ必要なのか？結果の見えない歳出になる
のではないかと思う。100％支給とすることで、大統領が子ど
も好きだというイメージを作ろうとしているのではないか。低
所得者への手当は当然で正しいことだが、偏った社会手当は不
要である。
　EU がモンゴルに目を向けないから、死刑制度を復活させて
EU の注意を引く必要があると大統領が漏らした。これは外交
関係において汚点を残す可能性がある。大統領は国を代表する
者なので、このような発言は無責任極まりない。

毎週日曜日VTVで19時より放送中。デファクトレビュー：2018年4月8日

春期国民大会議が開会

週刊レビュー http://jargaldefacto.com/category/12

国会議員 D. ガントルガ氏の議員資格を剥奪

モンゴル国憲法改正についてはほとんどの政治研究者は同意し
ているが、法案は大会議に提出されてからかなり変更される。
そして国民がその内容を理解する前に成立させてしまう。与野
党はそれぞれワーキングチームを立ち上げ、選挙に関する法律
を改正するらしい。
　法律作成の為の法律には「法案を提出する前に、公共の意見
を汲み取り、その結果報告と法案を同時に国会に提出する」と
規定されている。これに従い大統領は上記の 2 つの法案に関し
て国民の意見を取り始めた。しかし、多くの人権機関は、死刑
制度が犯罪を防止することに役立ってはいないと結論づけてい
る。

　国家大会議法では、国会議員は現行犯で証拠があり逮捕され
る以外の場合、議員資格の剥奪案を国会議員が国会に提出する
権利はない。提出する権利がある機関は検察庁である。憲法裁
判所の会議の過半数の決定で、この条項を憲法違反と見なすこ
ととなった。これが最終的にまた法律となる。今回初めて国会
議員の資格を剥奪する案が国会に提出されている。その議員が
D. ガントルガ氏である。彼は現行犯で逮捕されてなく、裁判所
の審議では証拠が特定されていない。法律によれば 48 時間以
内に決定しなければならないのだが、先週の金曜日に国家大会
議倫理最高委員会がこの問題について協議しても解決に至らな
かった。48 時間が過ぎたので国会自体が法律を反しているの
ではないかという問題が発生している。現行犯で逮捕された場
合と定めた法律が 2002 年に施行されて以来、一人の国会議員
もこの問題で議論されておらず、現行犯で逮捕される愚かな議
員はいないという記事を読んだことがある。当時この法律を成
立させる時は、司法機関自体が安定していなかったので国会議
員の資格剥奪を保留するのを防止するためだったという。しか
し、国民も国会議員も法律の下では平等であるという憲法を反
したことが判明した。
　この決定を主に人民党が出すに違いない。この 1、2 年で人
民党が 2 つにわかれ、芝居を見せていることを私たちは知って
いる。今も彼らは 33 対 32 にわかれたままだ。D. ガントルガ
氏は U. フレルスフ首相側の人間であり、33 人の一人である。
市民の間に広がっている 1 つの推測は、D. ガントルガ氏を首相
が上手に解任させて自分がヘンティ県から立候補しようとして
いるというものだ。
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デファクトレビューの一部を省略しました。

http://jargaldefacto.com/article/defakto-toim-2sh18-sh4-sh8

S. バヤルツォグト氏、B. アリオンサン氏、
B. ビャンバサイハン氏を逮捕

にてご覧いただけます。

レビュー全文を

　4 月 2 日、賄賂対策庁は元財務大臣 S. バヤルツォグト氏、元
諜報庁長官 B. アリオンサン氏、エルデネス・モンゴル社の元副
社長 B. ビャンバサイハン氏を汚職容疑で逮捕した。同事件が行
われた 2009 年から既に 9 年間が過ぎている。ロイター通信が
報道する以前から賄賂対策庁が慎重に捜査していた。賄賂対策
庁によると、元財務大臣 S. バヤルツォグト氏を 2009 年の投
資契約に関して逮捕したが、B. アリオンサン氏と B. ビャンバ
サイハン氏については 2015 年の「坑内掘鉱山の開発・資金調
達計画」に関しての逮捕とのこと。これは別々の事件を一つに
まとめて捜査しているように見える。逮捕された容疑者も民主
党の党員ばかりだ。2009 年の投資契約に当時の財務大臣、鉱
業電力大臣、自然環境大臣が署名している。しかし、何故バヤ
ルツォグト氏以外の元大臣二人を事情聴取しないのかがおかし
い。また、2015 年にアラブ首長国連邦で「坑内掘鉱山の開発・
資金調達計画」に調印をした当時の首相だった Ch. サイハンビ
レグ氏宛に出頭要請を送付した。4 月 10 日に賄賂対策庁は S. バ
ヤル氏を拘留し、Ch. サイハンビレグ氏の身柄を拘束し留置す
る。
　判決までは当時、賄賂の授受があったのかは誰にもわからな
い。しかし、2009 年と 2015 年のこれらの契約がモンゴルの
経済恐慌を救ったと言ってもおかしくない。2009 年の経済恐
慌の時、投資契約が恐慌回避に影響した。2015 年に負債の返
済ができずデフォルト段階に近づいた時、アラブ首長国連邦と
の契約がそれを救った。彼らがオユトルゴイ社から何ももらっ
ていないと言うのは全部嘘だ。オユトルゴイ社はモンゴルで最
大の納税者だ。国民に間接的ではあるが大きな影響を及ぼして
いる。オユトルゴイ鉱山の開発・利益はモンゴル国民全員に届
いている。
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