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第 1. 各政党の財源を暴く

　Kh. バトトルガ大統領は、富の再配分が進んでおら
ず国民の半数が貧困に喘いでいる。いまだに腐敗は解
決されていない。賄賂対策庁長官を交代させると一月
前の春季国会開会式で述べた。その直後、Z. エンフボ
ルド首席補佐官は国民の意見投票で 1 週間以内に賄賂
対策庁長官を選定し、大統領が国会に人事案を提出す
ると発表した。
　モンゴルのような公職が様々な繋がりを持っている
社会では、誰にとってもこの長官職というのはとても
危険な職のようだ。贈収賄などの腐敗を取り締まる賄
賂対策庁の初代長官 B. ダンガースレン氏は海外で原因
不明の死をとげた。次の長官 Ch. サングラグチャー氏
は刑務所に収監された。3 人目の長官 N. ガンボルド氏
は辞職に追い込まれた。4 人目の長官 Kh. エンフジャ
ルガル氏は贈収賄容疑で何人かを逮捕した。首相経験
者を逮捕し、「仕事をしているふり」をするようになっ
たため、大統領は解任しようとしている。
　この長官職には外国人を登用すれば、モンゴルの腐
敗つまり職権で私腹を肥やす犯罪が激減すると見てい
る。1970 年代の香港で警察庁長官にイギリス人を据
え、マフィアや汚職に打ち勝った。さらに最近では高
等裁判所の裁判官にイギリス人とカナダ人の 2 人の女
性を登用している。
　賄賂対策庁長官が誰になろうと次の 3 つのことに取
り組むべきである。

　モンゴルが民主主義に移行した 28 年間、そのうち
22 年間を腐敗に打ち勝つための戦いに費やしてきた。
1996 年、初めて腐敗防止法が可決成立した。

　2002 年には腐敗防止国家プログラムが出された。
2003 年、国連腐敗防止条約が採択され、モンゴルは
この条約に加盟し 2005 年に国会で批准した。2006
年に腐敗防止法が改訂され、2007 年に賄賂対策庁が
設立された。2016 〜 2023 年までの第 2 次腐敗防止
国家プログラムが採択された。腐敗防止のための法律
が数多く施行されているにも関わらず、腐敗が蔓延し
その規模も大きくなる一方であることに理解ができな
い。
　賄賂対策庁は贈収賄を取り締まり、容疑者を起訴す
るが殆どのケースで裁判所や検察庁が無罪にしてしま
う。たとえ有罪判決が出ても大統領が恩赦を与えるよ
うになったことをどう理解できるのか？
　この状況を国連腐敗防止条約の第 2 章「防止措置」
から見ることができる。「防止措置」では、腐敗防止の
ために独立した機関を設ける他に、公職への立候補に
かかる選挙資金や政党の資金についての透明性を高め
て行かなければならないと定めている。モンゴル政府
は最初の条項を 2007 年に満たし、賄賂対策庁を設立
した。しかしその長官職についてはしばしば政治利用
されてきた。2 番目の条項に関しては、素知らぬ顔で
政党の資金について透明化を図る取り組みを 10 年間
も先延ばしし、ようやく 2018 年から始まる「計画」
を打ち出した。
　このようにモンゴルの腐敗の源泉となった政党の資
金を透明にせず秘密にしてきた結果、政府は腐敗に溺
れ、借金まみれになった。そして政府で働く者だけが
得をし、民間企業で働く者は貧しくなり、国民の所得
に天と地ほどの差がひらいた。交互に、時には協力し
て政権を握ってきた政党は自分たちの存在を国民監視
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2018 年 5月 2日

　国連腐敗防止条約の第 5 章「財産の回復」では財産
返還について定められている。それは新興国がこの条
約に加盟する大きな後押しとなった。法律が不十分、
法令を遵守しない、いまだ公共制度が整っていない国
では賄賂犯罪が多い。またそういった国では、公共の
財産を横領した者に刑事罰を下すだけで、盗まれた公
共の財産を返還させることができない。
　今日のモンゴルはその様な国の大きな例となってい
る。公共の財産を横領した者に財産を返還させるどこ
ろか、罰から逃れる機会を与えてしまっている。賄賂
から発生する経済犯罪が暴かれても他のスキャンダル
で忘れ去られてしまう。明るみに出た犯罪の裁判や捜
査が長引き、刑罰が形骸化することが多くなった。数
人が手を組み大規模な横領をしても、逮捕され刑罰を
受けるのはその中で 1 人だけだ。それも刑務所に少し
の間だけ収監され、また直ぐ恩赦を受け釈放されるよ
うになった。損害賠償、財産の返還などにおいてモン
ゴルの裁判制度は全く怠慢である。刑務所を出た犯罪
者は、まるで冤罪を受けた英雄であるかのように公務
に復帰することが多くなった。
　違法に得た資金を海外の銀行に移し、不動産も購入
している。これらの海外にある資金や不動産を接収し
モンゴルに返還させることにおいて、モンゴルの裁判
所や警察機関の経験や知識が乏しい。一日も早く外国
との法的支援契約を結ぶことを必要としている。正義
を無視し公共の財産を横領した者を刑務所に送るより、
財産の返還から始めなければならない。

第 3. 新しい社会秩序を作る

の外に置くようになった。政治家はそれに気づいてい
ても見てみぬ振りをするようになった。
　誰が新しい長官に指名されても、まず初めに政党の
資金、選挙にかかる資金報告書、監査結果を公開し、
法律に違反した政党の党首に責任を取らせることから
始めること、国民はそれを期待している。

第 2. 横領された財産を取り戻す

　ジョージアの元大統領サアカシュヴィリは横領され
た財産を取り戻すことができた。腐敗防止に関して中
国は「キツネ狩り」という作戦を実施し、横領された
財産を取り戻すことに成功した。2014 年から国外に
逃亡した 2,020 人の経済犯罪容疑者、そのうち公職に
就いていた 342 人を世界 70 ヵ国から中国に送還し、
11 億 4 千万ドルの違法蓄財を押収した。

　腐敗が少ない北欧諸国では「腐敗が社会に根付かな
い土壌を醸成した」と言われている。社会秩序は腐敗
防止のための土壌を作って保護し、維持できている。
社会秩序とは、全ての国民が謙虚で節度ある行動をと
る（Moderation）、自己抑制（Self-control）、共有財
産の意識（Sense of common good）などから形成
される。
　国民共有の財産である土地、水源、公園などを目の
前で奪われているにも関わらず、私たちの誰も声を上
げない。公職にはその人の能力ではくコネで就くよう
になり、そういった人間が公共の財産を横領するのに
対して社会は何の影響も与えることができない。一部
の人は政党に入り、公共の財産をより上手にかすめ取
ることを夢みている。モンゴルでは腐敗が社会文化、
新しい秩序になっている。ルーマニアやアルメニアで
は国民が腐敗を根絶するように政府に要求することが
できている。
　モンゴルの賄賂対策庁長官に誰が就任しようと、こ
れら 3 つのことを全国規模で指導して行かなければ、
私たちは腐敗つまり国の発展を妨げている危機を根絶
させ、貧困という泥沼から脱却することはできない。
誰が腐敗した社会を子どもたちに受け継がせたいと思
うだろうか？
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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

Du. ジャルガルサイハン
若手研究者支援基金の代表

J（ジャルガルサイハン）:　あなたは企業のシステムを評価・
分析し、どの様に改善するかを科学的な根拠に基づく「シ
ステム思考」で捉えています。面白かったのはモンゴルの
社会をシステムとして捉え、何がいけないのかを憲法を基
に評価し、何を改善すべきかを指摘したことです。今日は 2
人でこのことについて話しましょう。
Du. ジャルガルサイハン :　私たちは企業が直面する課題解
決方法をずっと探していましたが、最適なソリューション
を見つけ出せませんでした。それがこの研究をするきっか
けとなりました。私たちはその研究の過程で一つの発見を
しました。それはビジネスにおける課題は私たちの思考に
よるものだということです。私たちは自分のニーズを満た
すために特定の目標を掲げ、その目標を達成させるために
特定の方法、企業、システムなどを作ります。しかし、何
らかの困難に直面し、目標を達成できないと自分の思考以
外の全てのもののせいにします。これは私たちがしばしば
する過ちです。また、自分の思考を変えなければならない
ということを分かっていても、どのように変えるかという
次の問題が起こります。このことについて研究してみまし
た。人は何か行動を起こす前に必ず判断をします。その判
断の正当性を図るために測定と比較という 2つのロジック
を利用します。測定をするためには目標に応じた基準があ
ること、その基準で判断するために比較できるもう一つ要
素が必要です。何と比較しているかによって異なる判断ケー
スが出てきます。

J:　あなたはこの比較例を人間の健康と関連付けて説明しま
した。これについて話を聞かせて下さい。
Du. ジャルガルサイハン :　人は身体に異変を感じた時に医
者のところに行きます。医者が最初に言うことは「検査を
受けて来て下さい」です。検査を受けて下さいというのは、
より多くのデータ、測定基準が必要という意味です。
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権力とは権利ではないし、
所有するものでもありません。

権力とは他者が負っている義務を
果たすことを強制する義務です。

Du. ジャルガルサイハン氏はモスクワの鉱山大学を鉱山経済学者として卒業しました。その後アメリカのコロラド鉱
山大学で専門を向上させました。モンゴルの鉱業分野において 30 年間の経験をもっています。彼は鉱物資源庁（現 :
鉱物資源石油庁）、産業貿易省（現 : 食料・農牧業・軽工業省）の重工業局などで管理職を歴任しました。近年、新た
な金融サービスをモンゴルに広げるために企業構造を分析し、正常な制度の構築、若手の社会参加を促進する活動に
取り組んでいます。

検査結果を基に医者はそのデータを健常な人と比較してみ
て、変わっているところやその理由を説明し診断します。こ
れを企業、ビジネス、社会に置き換えてみた時、自分たち
の目標が達成できているかを図ろうとすると「健康な企業」
や「健康な社会」のモデルがないのです。私たちはよく自
分たちの判断をシンガポール、アメリカ、ヨーロッパ諸国
と比較します。比較しても構いません。しかし、シンガポー
ルと比較すると言うことは、制度的に良く調べて自分の目標
と比較することであり、シンガポールにある高層ビル、清
潔な電車をみて同じようになれると思い込んではいけませ
ん。そのような思い込みは私たちの思考の中に怠慢を生み
ます。システム思考を利用すれば、自分の目標を達成でき
た時に結果として何ができるかというモデルを自分で見つ
け出し、その目標を達成するために協力した人たちと協議
して、全員が認識することを「目標を共有した」と言います。
最終的にその目標を今置かれている状況と比較します。

J:　憲法では「私たちは人道的で思いやりをもち、民主主義
国家を確立する」と定めています。これは過去 30年間にお
いて取り組んできた活動の礎となる文書です。しかし目標
はあるが、私たちが希望する平和で安全に豊かな暮らしを
する条件が整備された社会が作られていません。これにつ
いてどのように説明しますか？
Du. ジャルガルサイハン :　人は家を建てるためにまずは図
面とデザインを作ります。次にその図面やデザインについ
て話し合って図面通りに家を建てます。もし図面と違うも
のが建てられた場合は、その図面が正否を見定める基準と
なりますから、それを比較し建築会社に改修させることが
容易になります。しかし、企業や社会の場合はこのような
図面を出すことは簡単ではありません。これらは人間の相
互関係、つまり人と人との間における情報の流れ、相互に
負う義務と権利、責任などで成立します。
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2018 年 4 月 14 日のデファクト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/d-jargalsaikhan-jargalsaikhan-dugar
リンクにてご覧いただけます。

　しかしこの要素は時間と共に変化するので紙の上に正確
に書かれなければならないと思われます。企業構造でいう
と製造部、経理部、人事部といった部署で成り立ち、政府
構造でいうと 19の省がありその下にあるいくつかの局とい
う様なものは理論的にいうと構造ではありません。社会に
おける安定した人間関係を、どの様に自分たちが分かりや
すいモデルにするかが難しいのです。しかしこれはシステ
ムモデルを利用して作ることができます。他国ではこの方
法が利用されています。
　私たちはこの方法を導入するために、まずは自分たちが
直面している課題を解決するために研究しました。そして
特定の解決方法を生み出した上で、社会モデルを確立しよ
うとしました。研究はとても面白くなってきています。シ
ステムの基礎的なソリューションがモンゴル社会の基礎と
なる憲法にあるかどうかをみたところ、システムには目標
があり、目標を達成するための義務で構成されていました。
そしてシステムの実施において参加した人は成果を受ける
こと、できない場合は修正するサイクルがなければならな
いといった主要なソリューションがありました。
　次に憲法の条文を利用して社会活動に参加している全て
の人を国民、公務員、政党員の 3つに区分しました。こ
うしてみた時にモンゴル国憲法は正常なシステムソリュー
ションの 90％を含んでいます。しかし、3つに区分してみ
た時に一つ分かったことがあります。それは上記の 3つの
区分の中で全く責任を負わず、唯一権限だけを享受してい
るものがあり、それは政党でした。目標を達成するための
活動には参加者の義務があり、その上に権力が成立します。
このことについて以前ある人が「私は妻にキスをするため
に権力を行使できるか」という話を例に挙げ説明していま
した。Aという男性が妻にキスしたいと思う度に、彼の妻
がキスを受ける義務を負わなければ、彼が妻にキスをする
ための権力が全く確立されません。この例から、私たちは
義務をもって制度を作らなければならないということがわ
かります。

J:　権力とは義務ということですか？
Du. ジャルガルサイハン :　そうですね。これに関して私た
ちは非常に複雑な理解の差と言うものをもっています。私
たちはどうして権力という言葉を使っているのかをシステ
ム理論に基づいて調べてみると、権力とは権利ではないし、
所有するものでもありません。権力とは他者が負っている
義務を果たすことを強制する義務です。これは責任を負わ
ずに権力だけを行使することはできないという面白い結論
に至りました。モンゴル国憲法第 19 条 1項には「政府の
基本的な義務は、国民の権利を保障し、侵害された権利を
復活させる義務がある」と定められています。

国民の権利とは何かと調べてみると、憲法第 16条では働く、
保護する、享受する、生きる、学ぶ、発言する、協力するなど、
とても詳細に規定されています。これはとても良いことで
す。

J:　政府の権力とは何ですか？
Du. ジャルガルサイハン :　政府の権力というものが関連法
に記されています。憲法では政府の義務が定められていま
す。大統領、国会議員、内閣法などを調べてみると、政府
の義務ではなく権利のみが定められています。憲法第 19条
1項をみると、政府は国民のために働く義務があると定めら
れているのに、関連法をみるとその逆です。例えば、内閣
法では政府は社会、経済における何らかの設立を監督する
義務があると定められています。この中には以前の制度や
思考からくる言葉がそのままあります。政府は個人のため
に働かなければならないのに、またそれを監督する義務を
負っています。

J:　ここでは原則の違いが生じています。そのため、官僚や
公務員は国民のためではなく、政府のために働いているよ
うに聞こえます。民主主義社会の理解では、政府及び政府
で働く人たちは政府のためではなく、国民のために働かな
ければならない。初めて憲法を制定した当時、公職という
代わりに国家公務員と言えばより分かりやすいと協議して
いました。しかし途中で止めたようです。公職員というよ
り国家公務員という呼称にすればどうですか？
Du. ジャルガルサイハン :　これは言葉からできている人々
の思考にある基本的な理解です。これらの背景には特定の
形質があります。私たちにとってその形質について具体的
に理解することが重要です。もちろん、思考により近い言
葉を選ぶ方が良いと思います。

J:　政党は、選挙で勝利すれば政府の全ての権限と権力を握
る唯一の組織です。しかし、義務が不明確であるとすると
これは非常に危険です。この状況をどのように変えられま
すか？
Du. ジャルガルサイハン :　まずは法律で政党が社会全体に
負うべき義務を明確にする必要があります。政府の義務は
ありますが政党の義務はありません。政党に義務を負わせ
なければ、彼らに責任を追及できません。選挙に負けるこ
とが彼らにとっての責任であると言う人はいるかもしれま
せん。しかし、そうではありません。それは単に政権を握
る人たちが変わっただけであり、責任ではないのです。
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　これは、モンゴルでは法律が何とでも解釈されると
いう事を表している。賄賂対策庁による連続逮捕に関
して Z. エンフボルド大統領首席補佐官はこの逮捕は大
統領が同庁の長官を交代させると発言した直後に行わ
れており、同庁の長官が仕事をする振りをしていると
言った。本当に振りしているのであれば、人を逮捕す
る事が侮辱されることより安いという事を現している。
もしそうでなければ、首席補佐官は業務を遂行してい
る公務員をこのように中傷しても良いという事を見せ
ている。この 2人のどちらかが嘘をついている。この
問題の真相を解明する事を司法行政に要求したい。重
要な点は、私たちはどのようにでも解釈できてしまう
法律をもったまま、どのくらい長く生きるのかという
こと。
　「国際NGOトランスペアレンシー・インターナショ
ナルが世界各国の腐敗認識指数を毎年発表している。
モンゴルは 2012 年に世界 176 ヶ国のうち 94 位、
2013 年に 177 ヶ国のうち 83位、2014 年に 175 ヶ
国のうち 80 位、2015 年に 168 ヶ国のうち 72 位に
なっていた。この指数は Kh. エンフジャルガル氏と
Ts. ニャムドルジ氏が賄賂対策庁長官になってから、つ
まり 2016年に 176ヶ国中 87位、2017年に 180ヶ
国中 103位になった。この調査結果は賄賂対策庁の官
の仕事ぶりを評価したと言っても良い」と大統領が長
官を交代させる根拠として述べた。しかし、この指数
に関しては 2年遅れている。だから Kh. エンフジャル
ガル賄賂対策庁長官の業務を過去 2年間の指標で評価
することは難しい。
　賄賂対策庁長官を次々と変えている理由は不明だ。
長官を変えて賄賂が減少するとみていること自体が真
に “振り ” をしていることである。
　長官をいくら変えても結果は変わらない。

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29日

賄賂対策庁 11 年で 5 人目の長官の問題

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

過去、任期を全うした賄賂対策庁長官はいない。

　この法案では、貸出金利の最高限度を 4種類の貸出
に分けそれぞれ制限する政策だ。中小企業に対する 1
億トゥグルグまでの貸出、給与担保ローンの最高金利
を年 18％、年金担保ローンの最高金利を年 12％、そ
の他の貸出金利を年 24％とするものだ。
　アメリカ、日本、ドイツでは利息制限法を施行した。
アメリカでは給与担保ローンの金利は高かった。法の
施行後に金利は短期間で急激に下がったが、長期的に
は金利は限度まで上昇した。アメリカ、日本では違法
な高利貸しや民間同士の貸し借りが増加し、それが潜
在的な問題となった。また、モンゴル政府は安全性を
確保するはずだが、政府自体が多くのビジネスをする
ようになっている。そして国内外に負債を作り様々な
プロジェクトを実施し、財政赤字に陥っている。その
ために税金を引き上げて民業を圧迫しているからモン
ゴルの経済が低迷している。その影響で金利が上がっ
ているのだ。モンゴルが資金不足に陥っているもう 1
つの理由は、赤字を抱える国営企業が多く、公共の財
産を横領している犯罪者が何も責任を負っていないこ
とである。まず国が銀行を所有する必要性がない。政
府の名を語り、個人ビジネスをして 20年が経ったが、
私たちはそれを止める事ができなかった。
　金利は経済状態を映す現象と言っても良い。問題の
原因は金利ではなく、経済構造にある。金利を引き下
げるためには根本的な問題を解決すべきだ。もし、あ
る程度市場に資金が回ると、銀行もできるだけ有望性
のある持続可能で効率的な分野に資金を回す。
　政治家たちはどこに立場をとってもポピュリズムの
生き物だ。

法律で銀行の貸出金利は下がるのか？
国会議員 S. エルデネ氏は、利息制限および
闇金融防止法案を国会に提出した。
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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-sh4-29

今年は 1072 株が戻らない

にてご覧いただけます。

レビュー全文を

　黒字だったかどうかは単純に計算の問題である。
　設立当初から赤字を出してきたエルデネス・タバン
トルゴイ社の 2017 年の売上高は 1兆 1,000 億トゥ
グルグ、純利益が 4,611 億トゥグルグだったと発表し
た。石炭価格が上がり、収益が増えたことは確かだ。
だが、株主総会が近づいているから「黒字」という報
告書を出したようだ。これが 2017 年度の決算書であ
り、利益は前年に比べ 4倍も増えている。「昨年 1072
の株式を発行し国民 250 万人を株主として、11兆 2
千億トゥグルグの資本を登録した。こうすることによっ
て当社の時価総額は 50億ドルになっている。さらに
850 万トンの石炭を輸出したと公表した。しかし、株
式の 15％を国民、85％を政府が所有していると言っ
ている。国民が所有する株価を 1株あたり 930 トゥ
グルグとして、政府が所有している株式と合わせて 11
兆 2千億トゥグルグの決算書が出ている。
　香港の取引所に上場しているモンゴリアン・マイニ
ング・コーポレーション社の今日の時価総額はわずか
2億 5000万ドルである。同社への投資額は8億ドル、
保有する発電所や石炭洗練工場がある土地価格を含め
て 2億 5000 万ドルだ。しかし、決算書では埋蔵量の
大きさで評価して、本来なら 4倍となる 10億ドルの
価値をもつ土地を 5億ドルと出している。政府は国民
に株式を配ることを前提に適当な数字を書いている。
このような大企業が本当に株式を発行すれば株価は 4
分の 1から 5分の 1に下がる。
　エルデネス・タバントルゴイ社は実際のところ株式
会社ではない。だから株式分割するというのは政治的
な動きだ。株式は人に渡すものではなく、第三者から
資金調達するために発行する。モンゴルの政治家たち
が新しい事をやろうとするからこんなことになったの
だろう。また、エルデネス・タバントルゴイ社は 250
万人の株主の利益を無視して、財務情報をウェブサイ
トに公開していない。

株式会社エルデネス・タバントルゴイは、2017 年度
「黒字」だと発表したが、配当金は支払われない。

　取締役員は 8人、そのうち 5人が省の事務次官、局
長などである。しかし、独立した取締役員として P. ウ
ルジーナラン氏、E. ガンバートル氏、X. ボロルエルデ
ネ氏の 3人がいるが、彼らは名前に過ぎない。ウェブ
サイトで顔写真を挿入する部分にはロゴが入っている。
独立した取締役員の 3人をどんな理由で誰が任命した
かを株主総会で議長すら説明できなかった。本当は株
式会社とはもっともオープンで透明性をもって運営さ
れるべきだ。株主の利益を優先する。つまり馬車の前
に馬がいなければならない。しかし現状は、馬の前に
荷馬車が付いている。
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