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モモンンゴゴルルのの国国立立大大学学のの理理事事会会にに対対すするる政政府府のの意意図図 

―理事会の政府行政代表者の分析を中心に― 
 

ジャルガルサイハン ジャルガルマー 
 

 

 

 

はじめに 

 本稿では、1992 年憲法により社会主義国家から民主主義国家に移行し、同時に計画経済から

市場経済へ移行されたモンゴル国を対象とし、国立大学の管理運営体制について検討する。現

在施行中の「2002 年教育法」や「2002 年高等教育法」について 2021 年 6 月 25 日の国家大会議

に新しい法律案が提出されたことによって、改革が促されている。特に大学の管理運営体制を

めぐって議論が行われている。具体的に、従来は全ての大学の最高意思決定機関である理事会

は過半数の設立者、中央行政機関及び地方行政機関、当該大学の教員、学生 、卒業者それぞれ

の代表者で構成されていたのに対し、新しい法律案では、大学院教育まで備えた国立の総合大

学は研究型として分類され、理事会は、学長によって提案された理事 1 名、中央行政機関によ

り提案されたモンゴルの社会経済的の領域で活動する理事 4 名、当大学が所在する地方行政機

関により提案された理事 1 名、大学の研究教育活動を担当する学術評議会により提案された研

究者および教授の理事 5 名、モンゴル国立商工会議所により提案された企業を代表する理事 4

名、大学労働組合により提案された理事 1 名、学生や卒業者のそれぞれの代表者の理事 1 名の

合計 18 名の理事から構成されることが提案されている。一方、学士課程段階を中心とする国立

の単科大学を含むその他の高等教育機関の理事会は、過半数の設立者のほか、企業、地方自治

体の代表者、教員、学生、卒業者の代表者、有識者から構成されることが提案されている。こ

のように、国立大学において、一方では多様な理事の参加を促しながら、他方では、政府部門

である教育科学スポーツ省が指名する理事が 51％～60％を占めるという理事会制度はどのよ

うな政府の考えを反映しているのだろうか。 

モンゴルの大学の管理運営に関する先行研究をみてみると、Munherdene は、理事会の過半数

が政府代表者から構成されているため、モンゴルの国立大学の管理運営に特定のグループの影

響を強く受けているとし、主に政治的影響からの脱却を図ることを問題として取り上げ、国立

大学はモンゴルの公有財産であり、国民共通利益のために、理事会は大規模な組織や企業の管

理経験があり、評判の良い法律、教育、科学、文化の有識者から構成されることを提案してい

る1。また、ジャルガルサイハン ジャルガルマーは社会主義時代(1921～1991)と民主主義時代

(1992～現在)のモンゴルの大学の管理運営の変化について検討を行っている｡社会主義時代の

大学の管理運営は、学長と共に学内に設置されている人民革命党委員会による監視の下で行わ

れており､学長の任命や交代は人民革命党によって決定されていた｡大学は党の人材を養成する
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機関であり､大学の管理運営には党のイデオロギーや理念の影響があったとしている｡それに対

し､民主主義時代に入り､より多くの人々の意見や立場を大学の管理運営に反映させようと理事

会が導入された｡しかし､結果的に理事会の構成員の過半数は政府代表者が任命されるため､社

会主義時代と同じく､政権を担っている党の考え方が依然として国立大学に強く反映されてい

ると指摘している2。 

以上のように、これまでの先行研究は、大学の管理運営モデルや理事会の構成員、またモン

ゴルの国立大学の管理運営制度についてそれぞれ一定程度明らかにしているものの、多様なア

クターの参加を促しながら、同時に過半数の政府関係者から構成されるモンゴルの国立大学の

管理運営の最高意思決定機関である理事会にどのような政府の意図が反映されているかについ

ては明らかにされていない。以上をふまえて本稿では、国立大学に焦点を当てて、主として最

高意思決定機関である理事会の政府行政代表者に着目し、理事会の構成比率や政府行政代表者

の実態を検討することで、モンゴルの国立大学の理事会制度に内在する政府の意図を明らかに

することを目的とする。これらを明らかにすることによって、モンゴル高等教育の理解を深め

るだけでなく、大学管理運営の理論に対しても、新たな示唆を得られるものと考える。研究方

法として、文献調査と質問紙調査を行った。そのうち文献調査に基づき、1942 年にモンゴル初

の大学が設置されて以来、国立大学の管理運営に関する規則やモンゴルの教育や高等教育に関

するすべての法律における大学の管理運営に関する規定の整理を行った。質問紙調査では、大

学の理事会に参加している理事に対して自由記述による調査を行い、理事会の政府行政代表に

ついての考えについて分析を行った。 

本稿は次のような構成を持つ。まず、第 1 節では、モンゴルの国立大学の管理運営に関する

規定を検討する。第 2 節では、実態調査として、モンゴルの理事に対する自由記述式の質問紙

調査の回答を分析する。 

 

１．モンゴルの国立大学の管理運営に関する規定 

本節では、モンゴルの大学の管理運営体制をめぐる法規定の変遷について整理する。まず、

理事会が導入されるまでの大学の管理運営体制について整理する。次に、理事会が導入された

「1995 年教育法」「1995 年高等教育法」における大学の管理運営体制や現在に至るまでの変更

を整理する。 

1.1.理事会が導入されるまでの管理運営体制について 

モンゴルで最初の大学は 1940 年代に設置された。1940 年 3 月 22 日の国家大会議の決議に基

づき、閣僚会議が「ウランバートルの国立大学設立」第 45 号決議を出した。その決議によっ

て、チョイバルサン3がソ連の援助を得て、第二次世界大戦中の 1942 年 10 月５日にモンゴル初

の大学として、畜産学・教育学・医学の３学部からなるモンゴル国立大学（The National 

University of Mongolia、以下、「NUM」と表記） を創設した。そして、1945 年 3 月 23 日の閣

僚会議の決議第 20 号によって、初めての「モンゴルの大学の憲章」が承認された。大学は教育

科学省の管轄の下、人間と動物の医師、優秀な動物技術者、そして中等学校の教員を養成する

機関であると大学憲章に規定された。さらに、大学の管理運営について、大学憲章の第 6 章「組

織と管理」第 35 条において、学長は、教育科学省の要請に応じて、閣僚会議4によって承認さ

－ 178 －

京都大学大学院教育学研究科紀要　第68号　2022



機関であり､大学の管理運営には党のイデオロギーや理念の影響があったとしている｡それに対

し､民主主義時代に入り､より多くの人々の意見や立場を大学の管理運営に反映させようと理事

会が導入された｡しかし､結果的に理事会の構成員の過半数は政府代表者が任命されるため､社

会主義時代と同じく､政権を担っている党の考え方が依然として国立大学に強く反映されてい

ると指摘している2。 

以上のように、これまでの先行研究は、大学の管理運営モデルや理事会の構成員、またモン

ゴルの国立大学の管理運営制度についてそれぞれ一定程度明らかにしているものの、多様なア

クターの参加を促しながら、同時に過半数の政府関係者から構成されるモンゴルの国立大学の

管理運営の最高意思決定機関である理事会にどのような政府の意図が反映されているかについ

ては明らかにされていない。以上をふまえて本稿では、国立大学に焦点を当てて、主として最

高意思決定機関である理事会の政府行政代表者に着目し、理事会の構成比率や政府行政代表者

の実態を検討することで、モンゴルの国立大学の理事会制度に内在する政府の意図を明らかに

することを目的とする。これらを明らかにすることによって、モンゴル高等教育の理解を深め

るだけでなく、大学管理運営の理論に対しても、新たな示唆を得られるものと考える。研究方

法として、文献調査と質問紙調査を行った。そのうち文献調査に基づき、1942 年にモンゴル初

の大学が設置されて以来、国立大学の管理運営に関する規則やモンゴルの教育や高等教育に関

するすべての法律における大学の管理運営に関する規定の整理を行った。質問紙調査では、大

学の理事会に参加している理事に対して自由記述による調査を行い、理事会の政府行政代表に

ついての考えについて分析を行った。 

本稿は次のような構成を持つ。まず、第 1 節では、モンゴルの国立大学の管理運営に関する

規定を検討する。第 2 節では、実態調査として、モンゴルの理事に対する自由記述式の質問紙

調査の回答を分析する。 

 

１．モンゴルの国立大学の管理運営に関する規定 

本節では、モンゴルの大学の管理運営体制をめぐる法規定の変遷について整理する。まず、

理事会が導入されるまでの大学の管理運営体制について整理する。次に、理事会が導入された

「1995 年教育法」「1995 年高等教育法」における大学の管理運営体制や現在に至るまでの変更

を整理する。 

1.1.理事会が導入されるまでの管理運営体制について 

モンゴルで最初の大学は 1940 年代に設置された。1940 年 3 月 22 日の国家大会議の決議に基

づき、閣僚会議が「ウランバートルの国立大学設立」第 45 号決議を出した。その決議によっ

て、チョイバルサン3がソ連の援助を得て、第二次世界大戦中の 1942 年 10 月５日にモンゴル初

の大学として、畜産学・教育学・医学の３学部からなるモンゴル国立大学（The National 

University of Mongolia、以下、「NUM」と表記） を創設した。そして、1945 年 3 月 23 日の閣

僚会議の決議第 20 号によって、初めての「モンゴルの大学の憲章」が承認された。大学は教育

科学省の管轄の下、人間と動物の医師、優秀な動物技術者、そして中等学校の教員を養成する

機関であると大学憲章に規定された。さらに、大学の管理運営について、大学憲章の第 6 章「組

織と管理」第 35 条において、学長は、教育科学省の要請に応じて、閣僚会議4によって承認さ

れ、解任されるとし、大学の管理は閣僚会議によって任命される学長が担っていた。そして、

大学の委員会という機関について記述があり、「学長の指導の下、大学の委員会が設置される、

その構成員として、副学長、学部長、講座長、独立した専門科目の教員、大学内部に設置され

ている人民革命党員、組合、労働組合の代表が参加する」とし、また「教育科学省や人材要求

先の機関の代表者が委員会に参加することも可能である」と規定されている（第 43 条「モンゴ

ルの大学の委員会」）。さらに、当委員会は学長の定めた期間によって、毎月 1 回以上開催する。

そして、第 44 条「委員会の義務」において、「大学の学期と年間計画、学部と講座活動の報告

を監視する、教育活動や指導方法に関する問題点を監視し、研究し学部と講座活動の経験を交

流させる。大学院の授業の特別カリキュラムを作成する」ことを取り上げている。委員会から

出されたあらゆる決議は学長に承認されることによって有効となる（第 45 条）。 

また、大衆機関の記述がある。第 7 章「大衆機関5」（олон нийтийн байгу

уллага）第 46 条において、国立大学は全ての学生や学術研究スタッフと管理スタッフを

統合させた自主的な大衆機関をもつ。大衆機関は、大学の学生やスタッフはチョイバルサンが

述べた「モンゴルの科学や文化教育をあらゆる分野で発展させるべき」活動に従事する。大衆

機関の目的は 1．マルクス主義、レーニン、スターリンの教えに基づいて、すべての学生、教

員、スタッフに政治教育を提供する。2．革命的な大会と超生産的で熱狂的な労働活動

（гавшгай удирнак үйл ажиллагаа）を企画する。3．カリキュラム

の計画を実施するのに学長を助ける、しつけを強化させる、大学の学生やスタッフの教育を向

上させる。4．授業の質や教員の専門性を向上させ、大学の学術活動を奨励するため、学生や教

員に対して、科学やテクニカルサークルを設置するとなっている。この大衆機関について、1925

年に制定された、モンゴル人民革命党の第 2 党プログラムにおいて大衆機関を発展させ、その

役割を強化するという党の目標を定めており、「国は実在の国民の組合と協同組合を設立する

自由を尊重するために、可能な限りの支援を提供すべきである」とし、次の 1940 年に制定され

た第 3 党プログラムでは「モンゴルのすべての労働者を政治的および国政に積極的に関与させ

る、社会的および政治的活動のすべて行事に完全かつ平等な参加させる」と記述されている6。

またモンゴルにおける大衆機関は労働大衆機関、ボランティア大衆機関の 2 つに分けられてい

る7。前者にモンゴル労働組合やモンゴル女性委員会等の全国的に統一され、活動を行う機関が

入り、自身で関連する規則を定めるとし、後者に、地域および工場や機関単位で設立された、

統一されてない機関が入り、例えば、教育機関の大衆機関の規則は教育科学省が定めるとなっ

ている。ボランティア大衆機関は労働大衆機関と違って、会員がなく特定期間に開催され、主

に当機関の関係者から直接選ばれ、機関範囲活動を行うとしている。ただし、学生、スタッフ、

教員等のそれぞれの構成員になる資格や発言権について詳細な規則は見当たらない。 

なお、上記の 1945 年の「モンゴルの大学の憲章」は 1962 年 10 月 19 日の閣僚会議の決議第

535 号によって、無効となり、新たな大学の憲章が承認された。そこには、「大学は関連省庁お

よび特別部門の直接管轄を受ける。関連省庁や特別部門（тусгай чиг үүргийн 

хэлтэс）は自身の管轄元の大学の組織、教育研究活動、指導方法を閣僚会議の下に設置

されている高等教育委員会によって作成された規則、ガイダンスに沿って、実行させる方式で

管理する」と記述されている。 
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つまり、1962 年より、国立大学の管轄は教育科学省から関連省庁や特別部門に移行されたと

言える。これは、NUM の設置後、モンゴルの高等教育体制は、NUM が新しい学部を増やすととも

に、既存の学部を大学から切り離して独立させ、次々に独自の高等教育機関として展開し、拡

大されたことと関連すると言える。具体的には、1958 年に NUM から獣医学部が独立して国立農

業大学となり、1961 年には医学部が独立して国立医科大学となった。また 1959 年に NUM に土

木工学部とロシア語教育センターが、1969 年に工芸研究所が設置された後、1990 年に土木工学

部は分離して国立科学技術大学として発展し、ロシア語教育センターは 1982 年に独立して人

文大学になった。すなわち、新しく作られた各高等教育機関が専門分野と関連する省庁の管轄

を受けざるを得なくなったと考えられる。一方、新たに導入された高等教育委員会について

1977 年の閣僚会議の決議第 94 号によると、高等教育委員会は閣僚会議によって任命される 9

～11 名の専門の理事から構成される。モンゴル国における高等教育を発展させるあらゆる活動

に努め、大学のカリキュラム、計画と関係する各関連省庁と連携し大学のカリキュラムを作成

すると記述されている。一方、大学の管理については、第７章「大学の管理、委員会、大衆機

関」において次の通り、定められた。すなわち、大学の全ての活動を学長が管理する。学長は

高等教育委員会との合意により、当大学の直接管轄先の関連省庁から承認される（第 39 条）。

また、高等教育の活動の重要なことを議論するため、学長の横に大学の委員会が設置される。

その構成員として、学長、副学長、学部長、研究科長、知識やスキルが優れた教授、教員、大

衆機関の代表者から構成される。また、当大学の活動と直接関連する企業、工場、学者専門者

が参加しても可能である（第 45 条）。そして、学部長の下に学部委員会を設置することも可能

である。その構成員として、副学長、研究科長、経験がある一部の教授、教員が参加する。ま

た、当学部の活動と直接関連がある企業、科学者、専門家を参加させることも可能である（第

46 条）。さらに、それらの委員会の規則は閣僚会議の下の高等教育委員会が承認する。大学に

学生、大学院生、教授、教員、研究助手とティーチングアシスタント、スタッフを統合させた

大衆機関が存在し、それぞれの規則に沿って活動を行う（第 47 条と第 48 条）と規定されてい

る。 

なお、1963 年の「学校と生活との結びつきの強化と国民教育制度の更なる発展に関する法」 

において、高等教育に関する法規定は、第 4 章の「高等教育機関について」第 41 条～第 49 条

に記述されているが、大学の管理運営に関する規定は見当たらなかった。 

その後、1982 年 12 月 9 日には、モンゴル人民共和国の人民教育法（以下、「1982 年教育法」8

と表記）が制定され、「1963 年教育法」は廃止となった。同法は 13 章 82 条から構成されてい

る。高等教育の管理に関する内容は、第 6 条「モンゴル人民共和国の人民教育を管理する」、第

9 条「教育・教養機関の管理」に定められている。まず、高等教育機関の管理について「1963

年教育法」と違って初めて以下のように規定された。 

すなわち、「モンゴル人民共和国の人民教育分野の管理は教育科学省とその下の地方組織に

よって実施される」とし、人民教育省は閣僚会議から承認された規則に従って直接の管轄下の

高等教育機関等を管理すると規定されている。一方、機関内の管理について学長が管理すると

し、学長が自身の活動を教員、教育者、大衆機関に基づいて行う。教育・教養、教授法、学術

活動の主要な問題について共同で議論するために、教員、大衆機関の代表者から構成される高
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つまり、1962 年より、国立大学の管轄は教育科学省から関連省庁や特別部門に移行されたと

言える。これは、NUM の設置後、モンゴルの高等教育体制は、NUM が新しい学部を増やすととも

に、既存の学部を大学から切り離して独立させ、次々に独自の高等教育機関として展開し、拡

大されたことと関連すると言える。具体的には、1958 年に NUM から獣医学部が独立して国立農

業大学となり、1961 年には医学部が独立して国立医科大学となった。また 1959 年に NUM に土

木工学部とロシア語教育センターが、1969 年に工芸研究所が設置された後、1990 年に土木工学

部は分離して国立科学技術大学として発展し、ロシア語教育センターは 1982 年に独立して人

文大学になった。すなわち、新しく作られた各高等教育機関が専門分野と関連する省庁の管轄

を受けざるを得なくなったと考えられる。一方、新たに導入された高等教育委員会について

1977 年の閣僚会議の決議第 94 号によると、高等教育委員会は閣僚会議によって任命される 9

～11 名の専門の理事から構成される。モンゴル国における高等教育を発展させるあらゆる活動

に努め、大学のカリキュラム、計画と関係する各関連省庁と連携し大学のカリキュラムを作成

すると記述されている。一方、大学の管理については、第７章「大学の管理、委員会、大衆機

関」において次の通り、定められた。すなわち、大学の全ての活動を学長が管理する。学長は

高等教育委員会との合意により、当大学の直接管轄先の関連省庁から承認される（第 39 条）。

また、高等教育の活動の重要なことを議論するため、学長の横に大学の委員会が設置される。

その構成員として、学長、副学長、学部長、研究科長、知識やスキルが優れた教授、教員、大

衆機関の代表者から構成される。また、当大学の活動と直接関連する企業、工場、学者専門者

が参加しても可能である（第 45 条）。そして、学部長の下に学部委員会を設置することも可能

である。その構成員として、副学長、研究科長、経験がある一部の教授、教員が参加する。ま

た、当学部の活動と直接関連がある企業、科学者、専門家を参加させることも可能である（第

46 条）。さらに、それらの委員会の規則は閣僚会議の下の高等教育委員会が承認する。大学に

学生、大学院生、教授、教員、研究助手とティーチングアシスタント、スタッフを統合させた

大衆機関が存在し、それぞれの規則に沿って活動を行う（第 47 条と第 48 条）と規定されてい

る。 

なお、1963 年の「学校と生活との結びつきの強化と国民教育制度の更なる発展に関する法」 

において、高等教育に関する法規定は、第 4 章の「高等教育機関について」第 41 条～第 49 条

に記述されているが、大学の管理運営に関する規定は見当たらなかった。 

その後、1982 年 12 月 9 日には、モンゴル人民共和国の人民教育法（以下、「1982 年教育法」8

と表記）が制定され、「1963 年教育法」は廃止となった。同法は 13 章 82 条から構成されてい

る。高等教育の管理に関する内容は、第 6 条「モンゴル人民共和国の人民教育を管理する」、第

9 条「教育・教養機関の管理」に定められている。まず、高等教育機関の管理について「1963

年教育法」と違って初めて以下のように規定された。 

すなわち、「モンゴル人民共和国の人民教育分野の管理は教育科学省とその下の地方組織に

よって実施される」とし、人民教育省は閣僚会議から承認された規則に従って直接の管轄下の

高等教育機関等を管理すると規定されている。一方、機関内の管理について学長が管理すると

し、学長が自身の活動を教員、教育者、大衆機関に基づいて行う。教育・教養、教授法、学術

活動の主要な問題について共同で議論するために、教員、大衆機関の代表者から構成される高

等教育の委員会を高等教育機関に設置する。大衆機関は学生の教育や教養活動、文化、生活サ

ービスの向上に関する行事の企画、議論、実行に積極的に参加すると規定されている。 

最後に、1991 年 6 月 22 日、「モンゴル人民共和国教育法」（1991 年 8 月 1 日施行。以下、

「1991 年教育法」と表記）が制定された。しかし、この「1991 年教育法」は社会主義放棄を正

式に宣言した新憲法が発布される半年も前であったため、体制的には旧憲法下であった。それ

でも、1990 年 5 月には多党制による民主選挙がすでに実施されており、実質的な自由化が進ん

でいたため、内容的に極めて民主的な法が制定されたと評価されている9。同法では、教育管理

に関して次のように規定した。第 3 章 教育管理 第 13 条 教育管理 第 2 項において、「教育

のあらゆることを管理する義務を、教育活動を担当する中央行政及び地方機関が果たす、これ

らの機関の権限は、モンゴル人民共和国の内閣が決定する」と定め、教育行政権限は中央機関

にあるように定めた。さらに、第 15 条では、第１項において、「国立教育機関の管理について

教育活動を担当する中央行政機関若しくはその機関が権限を付与した機関から選出され任命さ

れた学長が管理する」と規定されていた。また同条第 2 項では、「教育機関の諸規則を教育活動

担当の中央行政機関が承認する」、第 3 項では、「教育機関の活動を審議し、支援を行う目的で、

当該教育機関の職員や大衆機関の代表者で構成された委員会を当該教育機関に設立できる」こ

とが規定された。また、同委員会の諸規則は、「教育活動を担当する中央行政機関が承認する」

こととされていた。さらに、この委員会に関しては、「1991 年教育法」の 3 ヶ月後、1991 年 11

月 13 日付け、モンゴル人民共和国教育大臣委員会を経て教育大臣決定10「委員会規則決定につ

いて」（以下の通り）が示された。1991 年 11 月 13 日の教育大臣委員会会議の議事録11による

と、この委員会の設置の狙いは、「学校が社会から距離を置きすぎているため、学校活動を監査

し、これを支援するための委員会であること」とされ、委員会の構成人数に関しては「各学校

段階によって当委員会の人数を決定する」こと、また、委員会の義務として「教育機関におけ

る教育活動を監査し、支援すること」「委員会は学校活動に民主主義的な発想を取り入れ、決定

事項に関して委員の意見に基づくこと」などが示されていた。つまり、この委員会は教育機関

と社会との距離を縮め、教育活動に対する社会の監視、支援を得られることや教育関係者の意

見を取り入れて決定するということで民主主義的な発想を導入し維持したと言える。 

11..22..理理事事会会がが導導入入さされれたた後後のの管管理理運運営営体体制制ににつついいてて  

続く 1995 年 6 月 19 日には、この「1991 年教育法」が廃止され、1992 年の新憲法制定後新た

な「教育に関する法律」（以下、「1995 年教育法」と表記）が制定された。「1995 年教育法」の

制定と同時に、初等教育や高等教育というように教育段階に分けて法律が規定された。すなわ

ち、高等教育に特化した初めての法律として、1995 年に「高等教育に関連する法律」（以下、

「1995 年高等教育法」と表記）が制定された。この「1995 年高等教育法」は当初、一般原則、

高等教育の内容、高等教育機関、高等教育の組織、高等教育の管理、高等教育機関の権限、教

員と学習者、高等教育の経済と社会的安定、その他のあわせて 9 章 23 条から構成された。 

まず、1995 年教育法において、教育管理について、第 23 条の「教育管理制度」の第 1 項に

教育管理制度は、教育活動を担当する中央行政機関、各行政区の管轄機関、教育機関および当

該教育機関の自己管理から構成されると定めている。当機関の管理および自己管理機関につい

ては、第 29 章「教育機関の管理」の第 1 項から第 3 項までの規定と、第 30 条「教育機関の自
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己管理」の第 1 項から第 9 項までに規定されている。具体的には、「国立教育機関の教育行政

は、教育活動を担当する中央行政機関若しくは法律によって権限が付与された機関から承認さ

れた学長が指導する」（第 29 条第 1 項）とされ、「非国立教育機関は、理事会（Удирдах 

зөвлөл）の決定に基づいて設立者が認めた学長が指導する」ことが規定された。また、第

30 条「教育機関の自己管理」においては、表 1 のように示され、これらの条項によってすべて

の高等教育機関に自己管理機関として理事会を設立することが必須となった。 

表１：「1995 年教育法」における理事会に関する記述 

項 規定内容 

第１ すべての教育段階の機関は、理事会を置く。初中等学校と幼稚園に１つの理事会を置

くことができる。 

第２ 教育機関の理事会の構成は、設立者、中央行政機関及び地方行政機関、当該学校の教

員、学生12、親、当該学校の卒業者それぞれの代表者で構成され、運営することとす

る。 

第３ 理事会の構成員の 51％～60％は設立者の代表である。理事会を構成する教員、学生

や親の代表は、共同体会議13によって選ばれる。学生、生徒は１年間を任期として選

出され、必要に応じて、再選されることを可能とする。 

第４ 理事会の構成員は、３年間任命されるか、または選ばれる。毎年構成員の３分の１を

代えてもよい。 

第５ 理事長は、設立者の提案により、構成員が３年間の期間で選出する。理事長は、法律

に違反したことが確認されるか、または本人が辞任を申し出たときは、任期終了前に

交代させることができる。 

第６ 

 

理事会の果たす機能は次の通りとする。 

1.所属の機関の理事長や長の任命 

2.関連する法律や規制に応じた、機関の発展方針、計画、プログラム、規則、ルール

の変更や承認 

3.機関の構造、組織、人員及び給与の設定（国立機関を除く 2002 年の法律による） 

4.投資や年間予算配分の決定、支出のコントロール 

5.法規に応じた授業料や寮サービス料の設定 

6.機関の活動報告の議論、各年の活動報告の設立者及び中央や地方行政機関への提

出 

第７ 理事会の活動の基本的な形式は会議であり、多数決により決定する合議制である。理

事会は権限のある期間に少なくとも５回開催し、臨時会議は設立者、理事長または構

成員の少なくとも３人以上の構成員の発議によって開催される。学長は、特定の問題

について理事会開催の発議を理事長に伝えることができる。 

第８ 理事会は、自らの活動を助ける義務を負う委員会、ワーキンググループを設置、運営

することができる。 
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己管理」の第 1 項から第 9 項までに規定されている。具体的には、「国立教育機関の教育行政

は、教育活動を担当する中央行政機関若しくは法律によって権限が付与された機関から承認さ

れた学長が指導する」（第 29 条第 1 項）とされ、「非国立教育機関は、理事会（Удирдах 

зөвлөл）の決定に基づいて設立者が認めた学長が指導する」ことが規定された。また、第

30 条「教育機関の自己管理」においては、表 1 のように示され、これらの条項によってすべて

の高等教育機関に自己管理機関として理事会を設立することが必須となった。 

表１：「1995 年教育法」における理事会に関する記述 

項 規定内容 

第１ すべての教育段階の機関は、理事会を置く。初中等学校と幼稚園に１つの理事会を置

くことができる。 

第２ 教育機関の理事会の構成は、設立者、中央行政機関及び地方行政機関、当該学校の教

員、学生12、親、当該学校の卒業者それぞれの代表者で構成され、運営することとす

る。 

第３ 理事会の構成員の 51％～60％は設立者の代表である。理事会を構成する教員、学生

や親の代表は、共同体会議13によって選ばれる。学生、生徒は１年間を任期として選

出され、必要に応じて、再選されることを可能とする。 

第４ 理事会の構成員は、３年間任命されるか、または選ばれる。毎年構成員の３分の１を

代えてもよい。 

第５ 理事長は、設立者の提案により、構成員が３年間の期間で選出する。理事長は、法律

に違反したことが確認されるか、または本人が辞任を申し出たときは、任期終了前に

交代させることができる。 

第６ 

 

理事会の果たす機能は次の通りとする。 

1.所属の機関の理事長や長の任命 

2.関連する法律や規制に応じた、機関の発展方針、計画、プログラム、規則、ルール

の変更や承認 

3.機関の構造、組織、人員及び給与の設定（国立機関を除く 2002 年の法律による） 

4.投資や年間予算配分の決定、支出のコントロール 

5.法規に応じた授業料や寮サービス料の設定 

6.機関の活動報告の議論、各年の活動報告の設立者及び中央や地方行政機関への提

出 

第７ 理事会の活動の基本的な形式は会議であり、多数決により決定する合議制である。理

事会は権限のある期間に少なくとも５回開催し、臨時会議は設立者、理事長または構

成員の少なくとも３人以上の構成員の発議によって開催される。学長は、特定の問題

について理事会開催の発議を理事長に伝えることができる。 

第８ 理事会は、自らの活動を助ける義務を負う委員会、ワーキンググループを設置、運営

することができる。 

第９ 設立者は、理事会やその構成員の働きが十分でないとみなしたときには、自らの代表

者を引き戻し、他の構成員について共同体会議に通知するなどの措置をとることが

可能である。 

出典：教育科学省『教育に関する法的源』ガンプリント出版、2012 年、173-174 頁より筆者作

成。 

この理事会については、R.Bat-erdene(元モンゴル国立大学学長)が社会主義時代の「1983 年

教育法」から登場した委員会と関連すると述べている14。詳細の確認のため、｢1995 年教育法｣

の 1994 年 2 月 16 日に政府が提案した当初案の内容を見ると､大学の管理運営と関連づける記

述は次の通りである｡｢以前の政府のみが教育管理を行うべきであるという規定を変更し､教育

管理は政府-大衆の代表者を保った管理になると改正した｡それは民主主義社会の規範であり､

教育関係者の権利拡大､責任を向上させ､教育活動に公衆を関与させるのに完全に準拠してい

る｣と記述されている｡そして､以上の 1995 年教育法の原案によると､教育関係者や大衆の参加

を担保する理事会の導入が進められ、それは民主主義の促進を図ると考えられていた｡ 

つまり、「1995 年教育法」においては、委員会の権限がより詳細にわたり規定された点が注

目される。この規定により、教育機関の委員会は、中央や地方、当該機関の教員、学生、親や

卒業者の代表から構成され、当機関の管理職の人事に関する関与、当該機関の政策に関する権

限、職員定数や給与に関する権限、予算に関する権限、寮施設に関する権限など大きな権限を

持つことができる理事会となり、個々の教育機関にこれまでにない権限が移譲されることにな

った。 

一方、「1995 年高等教育法」では、第 5 章「高等教育管理」に第 12 条「高等教育の管理」、 

第 13 条「高等教育機関管理」という高等教育管理に関する 2 つの条を定めており、高等教育活

動を管理する役割は教育活動を担当する中央行政機関として位置付けられる教育科学省が実行

し、高等教育機関の管理は理事会とともに、国有の機関の場合は、理事会から任命され、教育

科学省から承認された学長、非国立の機関の場合は、理事会から任命され、設立者からから承

認された学長が実行すると規定されている。 

一方、2002 年 5 月 3 日には新たに教育法や高等教育法 (以下、「2002 年教育法」「2002 年高

等教育法」と表記) が制定され、「1995 年教育法」「1995 年高等教育法」は廃止となった。 

まず、「2002 年教育法」の第 27 条「教育管理制度」において教育の管理は、教育活動を担当

する中央および地方行政機関、各行政区の管轄機関、教育機関および当該教育機関の自己管理

から構成されると定めており、「1995 年教育法」と同様、教育管理段階は 3 つに区分されてい

る。一方、第 5 章「高等教育管理」の第 10 条「高等教育の管理」、第 11 条「高等教育機関管

理」で高等教育管理について定められた。これらの規定は、「1995 年高等教育法」とほとんど

変わっておらず、高等教育の管理一般を教育科学省が行う、高等教育機関の自己管理は理事会

が実行し、学長が日常生活を指導すると規定されている。1995 年と変わった大きな変化として、

学長の任命権は理事会から教育科学省に権移されたことがある。 
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22．．政政府府行行政政がが任任命命すするる理理事事のの実実態態  

22..11..国国立立大大学学のの理理事事会会のの構構成成員員のの状状況況    

現在は､教育科学省の｢2020-2021 年度の高等教育部門の統計｣によると､20 校の国立高等教育

機関があり合計の学生数は 76,844 人(全学生数の 52.2％)となっている｡20 校の内、理事会が

存在し、理事会の構成員を確認できる国立医科大学､国立教育大学､モンゴル国立大学､文化芸

術大学､国立農科大学､科学技術大学の 6 校を対象に理事会の構成員の分析を実施することとし

た｡なお､分析対象の 6 校合計の学生数は 63,413 人(国立全体の 82.5%)となっている｡表 2 にて

6校の構成員をまとめているが､学部数や専門分野等を問わず15人又は17人の理事数を維持し

ている｡その構成員を集計すると､延べ 92人の理事の内､設立者の代表者が53人で全体の57.6%

となっており､学生や教員の代表者は 27 人(29.3%)､卒業生の代表者は 12 人(13.1%)となってい

る｡理事会の構成の全体を見れば､規定通りに設立者の代表者の理事が過半数を占めていること

が確認できる｡ 

 

表 2.6 つの国立教育機関の学生数と理事会の構成員 

大学名 学生数 設立者の代表者 学生や教員の代表

者 

卒業者の代表

者 

国立医科大学 

国立教育大学 

モンゴル国立大学 

文化芸術大学 

国立農科大学 

科学技術大学 

9,912 

9,706 

21,541 

2,214 

6,449 

13,591 

9 

9 

8 

9 

9 

9 

5 

4 

5 

5 

4 

4 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

出典:各大学のホームページにて理事会構成員の内訳を確認し､筆者作成。 

                        

22..22..教教育育科科学学大大臣臣かからら任任命命さされれるる理理事事会会のの設設立立者者のの代代表表者者たたちち                                              

本項では､分析対象の 6 校の国立大学の設立者の代表者として､理事会の構成員の過半数

(57.6%)を占める教育科学省が任命する 53 人の理事に注目して見ていく｡  

教育科学省大臣によって任命される理事として選ばれている者は多様であり､その所属によ

っていくつかのカテゴリーに分類することができる｡まず､行政官であるかどうかで大きく分け

られる｡また､行政官は､教育科学省の所属の系統(教育行政系)だけでなく､内閣府所属の系統

(政府系)､他省庁の所属の系統(関連省庁系)と大きく 3 つに分けることができる｡一方､行政官

以外は研究者､専門職従事者などであるが､ここでは専門分野系として 1 つにまとめる｡ 

以上の分類にもとづけば､6 校の設立者の代表者の 53 人は､表 3 のように分けられる｡合計で

は政府系 8 人(15%)､教育行政系 18 人(34%)､関連省庁系 12 人(22.6%)､専門分野系 15 人(28.4%)

に分けられた｡この表からまず､全体的に各大学を管轄する教育行政系の理事が多く､その他の

関連省庁系や専門分野系の理事が多数参加していることも見て取れる｡ 
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22．．政政府府行行政政がが任任命命すするる理理事事のの実実態態  
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機関があり合計の学生数は 76,844 人(全学生数の 52.2％)となっている｡20 校の内、理事会が

存在し、理事会の構成員を確認できる国立医科大学､国立教育大学､モンゴル国立大学､文化芸

術大学､国立農科大学､科学技術大学の 6 校を対象に理事会の構成員の分析を実施することとし

た｡なお､分析対象の 6 校合計の学生数は 63,413 人(国立全体の 82.5%)となっている｡表 2 にて

6校の構成員をまとめているが､学部数や専門分野等を問わず15人又は17人の理事数を維持し

ている｡その構成員を集計すると､延べ 92人の理事の内､設立者の代表者が53人で全体の57.6%

となっており､学生や教員の代表者は 27 人(29.3%)､卒業生の代表者は 12 人(13.1%)となってい

る｡理事会の構成の全体を見れば､規定通りに設立者の代表者の理事が過半数を占めていること

が確認できる｡ 

 

表 2.6 つの国立教育機関の学生数と理事会の構成員 

大学名 学生数 設立者の代表者 学生や教員の代表

者 

卒業者の代表

者 

国立医科大学 

国立教育大学 

モンゴル国立大学 

文化芸術大学 

国立農科大学 

科学技術大学 

9,912 

9,706 

21,541 

2,214 

6,449 

13,591 

9 

9 

8 

9 

9 

9 

5 

4 

5 

5 

4 

4 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

出典:各大学のホームページにて理事会構成員の内訳を確認し､筆者作成。 

                        

22..22..教教育育科科学学大大臣臣かからら任任命命さされれるる理理事事会会のの設設立立者者のの代代表表者者たたちち                                              

本項では､分析対象の 6 校の国立大学の設立者の代表者として､理事会の構成員の過半数

(57.6%)を占める教育科学省が任命する 53 人の理事に注目して見ていく｡  

教育科学省大臣によって任命される理事として選ばれている者は多様であり､その所属によ

っていくつかのカテゴリーに分類することができる｡まず､行政官であるかどうかで大きく分け

られる｡また､行政官は､教育科学省の所属の系統(教育行政系)だけでなく､内閣府所属の系統

(政府系)､他省庁の所属の系統(関連省庁系)と大きく 3 つに分けることができる｡一方､行政官

以外は研究者､専門職従事者などであるが､ここでは専門分野系として 1 つにまとめる｡ 

以上の分類にもとづけば､6 校の設立者の代表者の 53 人は､表 3 のように分けられる｡合計で

は政府系 8 人(15%)､教育行政系 18 人(34%)､関連省庁系 12 人(22.6%)､専門分野系 15 人(28.4%)

に分けられた｡この表からまず､全体的に各大学を管轄する教育行政系の理事が多く､その他の

関連省庁系や専門分野系の理事が多数参加していることも見て取れる｡ 

  

表 3.モンゴルの国立大学における設立者の代表として任命された理事の内訳 

 政府系 教育行政系 関連省庁系 専門分野系 

国立医科大学 

国立教育大学 

モンゴル国立大学 

文化芸術大学 

国立農科大学 

科学技術大学 

1 

 

3 

2 

1 

1 

4 

5 

2 

2 

2 

3 

3 

1 

1 

1 

2 

4 

1 

3 

2 

4 

4 

1 

出典:各大学のホームページにて理事会構成員の内訳を確認し､筆者作成。 

 

具体的な理事会の構成の例として､総合大学と単科大学の代表として､モンゴル国立大学､国

立医科大学､国立農科大学を例として取り上げると､表 4 のようになる｡この表からまず､6 機関

全体の傾向と同様､教育科学省所属や教育科学省所属以外の関連省庁系や専門分野系の理事が

多く選ばれていることが分かる｡特に､単科大学(医科､農科)で関連する省庁の行政官と専門分

野系の研究者等が入っており､総合大学では政府系が入っていることが分かる｡つまり単に多様

な人材が理事になっているだけでなく､それぞれの大学の分野と関連する関連省庁系や専門分

野系の理事が広く選ばれている状況が見える｡ 

 

表 4.国立高等教育機関における設立者の代表の理事の内訳の 3 例 

カ テ ゴ

リー 
モンゴル国立大学 国立医科大学 国立農科大学 

政府系 政府サービス評議会

員､政府事務局次長､

政府事務局法務部長 

国務長官 首相事務長ｼﾆｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

教 育 行

政系 

教育科学大臣顧問､教

育科学省科学技術局

副長 

教育科学省財務経済部

長､教育科学省ｲﾉﾍﾞｰｼｮ

ﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ部長代理､教

育科学省法務部長代

理､ 

教育科学省高等教育局

長代理 

教育科学省生産部長､教育

科学省科学技術局長 

関 連 省

庁系 

財務省国務長官 検査庁長､保険省顧問､

財務省予算支出課長 

財務省予算政策計画局支出

部長､農業省農業政策調整

局長 

専 門 分

野系 

科学アカデミー歴史

研究所長､科学技術基

金会長 

第二国立中央病院長 

 

モンゴル農民および製粉業

者協会副長官､植物保護研

究所所長､科学アカデミー
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科学者秘書､経営アカデミ

ー行政学科長 

出典:各大学のホームページにて理事会構成員の内訳を確認し､筆者作成｡     

                          

それでは､次に、このような理事会構成の実態についてより明らかにするために、理事や教育

科学スポーツ省の行政官に対して行った、記述型の聞き取り調査の結果を踏まえて、彼らの考

えを考察していく。 

22..33..教教育育行行政政系系のの理理事事かかららみみたた理理事事会会のの構構成成のの実実態態  

聞き取り調査は、2020 年 1 月 3 日から 17 日の間に政府行政代表者、国立大学の理事在任中

の 8 名を対象に質問紙を送付する形で実施した。質問内容は、理事会の政府行政系代表者の役

割等についてである。8 名のうち 6 名から回答があった。回答者は表 5 の通りである。 

表 5． 聞き取り調査の回答者 

 所属（肩書） 

理事 A 国立大学、モンゴル国立教育大学、モンゴル・ドイツ鉱業技術大学の元政

府行政代表者、元教育科学スポーツ省戦略・政策計画部長 

理事 B モンゴル国立大学、科学国立大学、国立医科大学、モンゴル・ドイツ鉱業

技術大学の元政府行政代表者、元教育科学スポーツ省元高等教育教育課長 

理事 C 国立大学の政府行政代表者、科学アカデミー歴史研究所所長 

理事 D 国立医科大学の政府行政代表者、モンゴルの地方の医学専門家協会長（元

市の保険局長） 

理事 E 国立医科大学の現在の卒業者の代表者国立感染症センターの Strim 研究マ

ネージャー 

理事 F 国立医科大学の前回の卒業者の代表者 

 

それでは、彼らの回答に基づいて、政府行政が任命する理事が理事会の過半数を占めている

こと、その中でも教育科学省所属以外の関連省庁系や専門分野系の理事が多く選ばれているこ

となどについてどのように考えているのか検討する。 

まず、教育科学スポーツ省の関係者が政府行政代表者をどのような考えで選んでいるかにつ

いて尋ねたところ、次のような回答であった。まず、理事 A は「大学の発展を支援する人物と

して、政府行政代表者を選んでいる」と述べ、理事 B は「理事会に加わる政府行政関係者は大

臣によって割り当てられる。必ず教育の分野の人物である必要はない。当該大学の活動を支援

できる人を任命する」とし、具体的な例として「たとえば、公正競争運営機関長（消費者の権

利保護活動を担当する機関の長）が、国立医科大学の理事に任命されたことがある。これは授

業料を段階的に引き上げる必要がある場合、公正競争運営機関が調整し、(授業料引き上げに関

する業務を)行うためであった」ことを挙げた。また、職位の高い政府行政代表者が多く選ばれ

ていることについて、理事 B は、「政府行政代表者は政府を代表しているので、責任を持ち、決

定を下す権限を持っている人でなければならない。専門職の人物は、問題について話し合うと

きは常に、上司に相談するなどと言って決定を下さず、時間を無駄にするため、意思決定可能

レベルの責任者を理事会に選抜する方針があるはずだ」と述べている。 
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理事 A 国立大学、モンゴル国立教育大学、モンゴル・ドイツ鉱業技術大学の元政

府行政代表者、元教育科学スポーツ省戦略・政策計画部長 

理事 B モンゴル国立大学、科学国立大学、国立医科大学、モンゴル・ドイツ鉱業

技術大学の元政府行政代表者、元教育科学スポーツ省元高等教育教育課長 

理事 C 国立大学の政府行政代表者、科学アカデミー歴史研究所所長 

理事 D 国立医科大学の政府行政代表者、モンゴルの地方の医学専門家協会長（元

市の保険局長） 

理事 E 国立医科大学の現在の卒業者の代表者国立感染症センターの Strim 研究マ

ネージャー 

理事 F 国立医科大学の前回の卒業者の代表者 

 

それでは、彼らの回答に基づいて、政府行政が任命する理事が理事会の過半数を占めている

こと、その中でも教育科学省所属以外の関連省庁系や専門分野系の理事が多く選ばれているこ

となどについてどのように考えているのか検討する。 

まず、教育科学スポーツ省の関係者が政府行政代表者をどのような考えで選んでいるかにつ

いて尋ねたところ、次のような回答であった。まず、理事 A は「大学の発展を支援する人物と

して、政府行政代表者を選んでいる」と述べ、理事 B は「理事会に加わる政府行政関係者は大

臣によって割り当てられる。必ず教育の分野の人物である必要はない。当該大学の活動を支援

できる人を任命する」とし、具体的な例として「たとえば、公正競争運営機関長（消費者の権

利保護活動を担当する機関の長）が、国立医科大学の理事に任命されたことがある。これは授

業料を段階的に引き上げる必要がある場合、公正競争運営機関が調整し、(授業料引き上げに関

する業務を)行うためであった」ことを挙げた。また、職位の高い政府行政代表者が多く選ばれ

ていることについて、理事 B は、「政府行政代表者は政府を代表しているので、責任を持ち、決

定を下す権限を持っている人でなければならない。専門職の人物は、問題について話し合うと

きは常に、上司に相談するなどと言って決定を下さず、時間を無駄にするため、意思決定可能

レベルの責任者を理事会に選抜する方針があるはずだ」と述べている。 

一方、教育行政系以外の理事に、自分が理事として選ばれたことに対してどのように考えて

いるについて尋ねると、次のような回答があった。 

まず、理事 C は、「科学アカデミーや高等教育機関どちらにも勤めているし、大学の教育や研

究活動に貢献できると判断されて理事に選ばれたと思う。実際は、理事会に大学の教育の改善

や大学の財政を適正に使用すること、学校環境の改善、予算プログラムとカリキュラムの承認

に関することについて助言と提案を行って参加している」との回答であり、理事 D は、「医学業

界のすべての段階において獲得した経験と一次医療機関において活動をした実績があるので、

医科大学などの卒業生の能力と知識を評価し、大学の活動や発展について議論、提案と支援を

行うために私は選ばれたと思う」と述べている。 

次に、理事会で政府行政代表者が過半数を占めることに対しては、次のような意見が挙げら

れた。 

理事 F によると「国有の大学だという意味で、設立者である政府行政代表者が多数を占めて

いる」と述べ、また理事 E は「理事会メンバーにおいて過半数の国家代表者がいるのは、意思

決定者に実際の情報を迅速に伝えるとともに、意思決定者に影響を与え、問題を積極的に解決

するために国家代表者の存在が重要であるからだ。最も重要なのは、影響の問題である」と述

べている。一方、理事 C のような、「政府行政代表者が少なく、教員や多数の一般の専門家や企

業の人々が代わりにいるべきと思っている」という批判的な立場もあった。 

さらに、教育科学スポーツ省の参加やそれ以外の構成員の参加が多いことに関しては、次の

ような意見があった。 

理事 E は「あらゆる活動を当該機関の範囲でだけ決められることには問題がある。例えば健

康の問題には、社会のためにより広範な行動が必要だ。組織の共同活動、参加を要求し、関連

して動くことで、成果に繋がるはずだ。なお、教育科学スポーツ省の構成員は必ずいるべき。

中央行政機関として、教育科学スポーツ省は教育機関の管理、活動の支援、組織化、指揮、監

視する機能を行っている。この意味で、管理運営の問題を解決する上で重要な役割を果たして

いる。一方、教育科学スポーツ省の行政官が多ければ、当機関の自立と独立の原則は失われる

ため、数は少なくあるべきだ」と回答している。そして、理事 F は「入学者のニーズ、教育の

内容と質、そして卒業生の雇用のことなどの問題で厚生省と関連する医療施設の代表者がいる

べきだと思う」と述べ、教育科学スポーツ省の行政官の参加について、「政府行政が提供してい

る資金の監視に重点を置くが、大学の開発政策にはあまり焦点を当てていないと思う」と批判

している。そして、教育科学スポーツ省の関係者である理事 A は「政府の代表者というのは、

ただ教育科学スポーツ省に割り当てられなければならないということではない。他の政府機関

の代表者を歓迎している」と回答している。 

以上をまとめると、在任中の理事や行政官は、現在の理事会の構成や政府行政が任命する理

事の状況について次のように考えている。 

第 1 に、政府行政と大学の関係については、政府行政は当該大学の発展のために、理事を選

んで参加させており、具体的には、当該大学と関連する分野の代表者には大学の教育や研究活

動の改善に貢献することや、問題について速やかに解決策を議論決定し、関係各所へ連携して、

スムーズに執行させることが期待されていると言える。 
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第 2 に、大学の卒業者は社会に向けて広く活動を行うべきで、理事会に当該機関と関連する

各関係者の広く参加させることで、社会のニーズに合わせた人材養成が期待されていると言え

る。 

第 3 に、理事のメンバーの多様性については、教育科学スポーツ省の関係者やその他の政府

関係者や専門分野からの理事が多く参加していることによって、教育行政系の理事が少数にす

ることで、教育科学省の統治から大学機関の管理運営を切り離し、大学の自律性を保とうとし

ていることが読み取れた。 

以上のように、理事たちは政府行政が任命する理事が理事会の過半数を占めることについて、

国立大学だから、設立者である政府行政代表者が過半数を占めるのは当然と考えている。また、

政府行政代表者が理事会に多数いることで、関係各所との連携、政策の決定などスムーズに実

行できているとし、それは大学の人材養成、発展に役立っていると考えている。つまり、政府

行政代表者の影響力を奨励している立場であった。 

 

おわりに 

 

本稿では、理事会の政府行政関係者を主たる分析対象として、モンゴルにおける国立大学の

理事会に対する政府の意図を明らかにすることを試みた。高等教育の管理について、省庁によ

る管理から理事会を通しての自己管理へ移行した。モンゴルの国立大学理事会に対して、政府

行政により大学をコントロールし手放したくないという側面と大学自身の発展を考えてより適

切な理事を選びたいという二面性をもつ意図が反映されて現在に至るものと言える。 

以上のことから、モンゴルでは、大学の理事会制度の構成員に着目すると設立者の権利を重

視する考えが強く根付いていると言え、特に国立大学の場合は、政府行政代表者の理事が過半

数を占めている。一方、単なる教育科学スポーツ省から構成されるメンバーではなく、理事会

に政府行政の多様なメンバーや専門職の理事の参加を保つことで、大学が発展すると政府は考

えている。その政府の意図に関して、実際、理事として参加されている方々は政府行政代表者

について、大学にとって社会のニーズに応じて人材を養成することや、関連省庁と関係を保っ

て活動すること、さらに決定事項をスムーズに実行させることに役に立っていると考えている

ことが明らかになった。 

なお、本稿は高等教育機関、特に国立機関の管理運営に関する規定や聞き取り調査の分析に

よってその特質を明らかにしようと進めたが、今後の研究課題として次の２点を挙げておきた

い。第１に、教育法、高等教育法のみに限定して分析したが、大学毎に学長と理事会に関する

より詳細な規定があるので、大学毎の多様性を踏まえて分析する課題が挙げられる。第２に、

今回、代表的な６名の理事からみた考えを分析するにとどまったが、政府行政関係者以外も含

めてより多数への聞き取りにより精度を高めたい。 

（比較教育政策学講座 博士後期課程 3 回生） 

（受稿 2021 年 8 月 31 日、改稿 2021 年 11 月 8 日、受理 2022 年 12 月 3 日） 
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行政代表者の影響力を奨励している立場であった。 
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理事会に対する政府の意図を明らかにすることを試みた。高等教育の管理について、省庁によ

る管理から理事会を通しての自己管理へ移行した。モンゴルの国立大学理事会に対して、政府

行政により大学をコントロールし手放したくないという側面と大学自身の発展を考えてより適

切な理事を選びたいという二面性をもつ意図が反映されて現在に至るものと言える。 

以上のことから、モンゴルでは、大学の理事会制度の構成員に着目すると設立者の権利を重

視する考えが強く根付いていると言え、特に国立大学の場合は、政府行政代表者の理事が過半

数を占めている。一方、単なる教育科学スポーツ省から構成されるメンバーではなく、理事会

に政府行政の多様なメンバーや専門職の理事の参加を保つことで、大学が発展すると政府は考

えている。その政府の意図に関して、実際、理事として参加されている方々は政府行政代表者

について、大学にとって社会のニーズに応じて人材を養成することや、関連省庁と関係を保っ

て活動すること、さらに決定事項をスムーズに実行させることに役に立っていると考えている

ことが明らかになった。 

なお、本稿は高等教育機関、特に国立機関の管理運営に関する規定や聞き取り調査の分析に

よってその特質を明らかにしようと進めたが、今後の研究課題として次の２点を挙げておきた

い。第１に、教育法、高等教育法のみに限定して分析したが、大学毎に学長と理事会に関する

より詳細な規定があるので、大学毎の多様性を踏まえて分析する課題が挙げられる。第２に、

今回、代表的な６名の理事からみた考えを分析するにとどまったが、政府行政関係者以外も含

めてより多数への聞き取りにより精度を高めたい。 

（比較教育政策学講座 博士後期課程 3 回生） 

（受稿 2021 年 8 月 31 日、改稿 2021 年 11 月 8 日、受理 2022 年 12 月 3 日） 
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モモンンゴゴルルのの国国立立大大学学のの理理事事会会にに対対すするる政政府府のの意意図図 

―理事会の政府行政代表者の分析を中心に― 

ジャルガルサイハン ジャルガルマー 

本稿ではモンゴルの国立大学に焦点を当てて、主として最高意思決定機関である理事会の政

府行政代表者に着目し、政府行政代表者の実態を検討することで、モンゴルの国立大学の理事

会制度に対する政府の意図を明らかにすることを目的した。その結果、以下の内容が明らかに

なった。まず、理事会の導入は、大学を政府行政から自立させる取り組みであった。但し、設

立者の代表者が理事の 51～60％を占めるよう規定することで一定のコントロールの余地を残

した。しかし、それは単純に政府行政の意向に沿わせるためだけではなく、大学の発展などに

必要な人材を政府行政機関全体から探して投入できるようにするためでもあった。結論として、

政府行政による、国立大学の教育科学スポーツ省からの自立を促しながらも設立者としての責

任の下で指導しようとする意図と、大学の発展、制度改善や人材養成の観点から必要な人材を

投入しようという意図とがあり、1995 年以降からの国立大学理事会の過半数を政府行政任命者

が占める状態が継続されてきたと言える。 

 

 

Government intentions for the board of directors of the National 
University of Mongolia: focusing on analysis of government 

administrative representatives on the board 
JARGALSAIKHAN Jargalmaa 

This paper, examines the composition ratio of the board of the National University of Mongolia focusing 

on government administration representatives to clarify the government’s intentions for the university 

board system. The introduction of a board of directors was done to make the university independent of 

government administration. However, a certain amount of control was left by stipulating that the 

representatives of the founders account for 51% – 60% of the directors. This was not only to meet the 

intentions of government administration but also to allow the human resources required for the 

development of universities to be searched and input from all government administration organizations. 

In conclusion, from the perspective of governmental administration, it is necessary to instruct administer 

the National University of Mongolia under the responsibility of the founder while promoting 

independence from the Ministry of Education, and from the perspective of university development, system 

improvement, and human resource development. 

 

キキーーワワーードド：モンゴルの高等教育機関、モンゴルの国立大学の管理運営営、理事会 

Keywords: Mongolian Higher Education Institutions, Mongolian national university governance, board 
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