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まえがきと謝辞 

2016年 3月、任意団体「コンゴの性暴力と紛争を考え

る会」（Association on Sexual Violence and 

Conflict in the DR Congo: ASVCC）が設立されま

した。その目的はコンゴ民主共和国（以下、コンゴ）の

性暴力と紛争鉱物、そしてグローバル経済の関係性に初

めて焦点を当てたドキュメンタリー映画『女を修理する男』

（原題：The Men who Mends Women）の上映

と学生との研究会を通して、この問題に関する認識を広

めることにありました。 

ASVCC活動 2年目に入った 2017年度は、研究を

さらに促進するために、華井和代 ASVCC 副代表が所

属する東京大学 GSDM （社会構想マネジメントを先

導するグローバルリーダー養成プログラム）が主催した 3

回のセミナー、そしてベルギーでは、数十名のコンゴ人の

研究者らが参加した国際会議の開催に協力しました。 

その一方、啓発活動においては、『女を修理する男』の

ティエリー・ミシェル監督とクリスティーン・ピロー・プロデュー

サーが、山形国際ドキュメンタリー映画祭2017で2005

年の作品『コンゴ川 闇の向こうに』の上映のために初来

日した際に、『女を修理する男』を津田塾大学で上映し、

監督とのトークショーを開催しました。監督とプロデューサ

ーとともに、今後の研究と活動に関する協力の可能性に

ついて意見交換できたことも大きな収穫となりました。 

そして 2017年度の最大の実績の一つは、『女を修

理する男』の日本語字幕付き DVD を 2018年 3月に

作成したことです。2016年度に全国 29 ヵ所で上映し
1、同年、映画の主人公のデニ・ムクウェゲ医師が初来日

したこともあり、本映画は大きな反響を呼びました。映画

                                                      

1 その際に、アフリカ協会、大竹財団と国連広報センターから資金

をいただき、Readyfor の寄付者 54名からの協力を得た。上映

会場は、立教大学、日本記者クラブ、大竹財団、第 11回

UNHCR難民映画祭 4 か所、ソロプチミスト日本財団、東京大

学、埼玉大学、静岡県立大学、国際基督大学、AMDA社会開

発機構＆岡山大学、恵泉女学園大学、上智大学沖縄産科婦

人科学会、JEITA[責任ある鉱物調達検討会]、ながさき女性医

制作会社 Les films de la passerelle（ベルギー）

との契約により上映キャンペーンは 1年で終わりました

が、鑑賞した計 3000人の中から「教育教材として使用

したい」という要請を受けて、日本語字幕付き DVD の作

成の企画を練りました。そして Readyfor を通じて、目標

金額の 65万円を上回る 105万 1000円という支援

総額を 109名から得る事ができ、DVD化を実現できま

した。 

DVD作成にあたって、映画制作会社、日本映像翻

訳アカデミーと配給先のユナイテッドピープルから貴重な助

言を頂いたこと、また Readyfor と ASVCC に協力して

下さった方々に感謝を申し上げます。 

最後に DVD作成に当たって、ムクウェゲ医師から送ら

れた感謝のメッセージを共有したいと思います。 

 

「人間の苦悩は、時や場所や人種にかかわらず共

通です。あなたがこの映画を見てくれたことは、世界中

の女性の苦しみの原因を終わらせたいとの意思の表示

です。コンゴと世界の女性に愛と支援の手を差し伸べ

てくださったことに、あなたに感謝を申し上げます。」 

 

ASVCCは、性暴力と紛争鉱物、そしてグローバル経

済の問題への理解が深まるように努力を続けたいと考え

ています。引き続きご支援とご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

 

2018年 5月 

コンゴの性暴力と紛争を考える会 代表 米川正子

師の会＆長崎大学、神戸市外国語大学、東京外国語大学、大

阪大学、宇都宮大学、早稲田大学[日本学生平和学プラットフォ

ーム]、同志社大学、コンゴ民主共和国柔道スポーツ施設整備計

画チーム有志一同、認定 NPO法人世界の医療団、アムネステ

ィ・フィルム・フェスティバル 2017、弘前大学、難民支援協会＆

WELgee（以上、上映した時系列順）。 
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活動報告 

【研究&教育（セミナー）】 

（詳細は、東京大学 GSDM イニシアティブ「コンゴの紛争資源問題からとらえるビジネスと人権」2017年度報告 http://gsdm.u-

tokyo.ac.jp/?p=11425 をご参照下さい） 

 

1．三須拓也教授講演会 「コンゴの危機、再び~1960 年代と現在の国連の役割と課題を問う」 

2017 年 7 月 30 日（日）14:00～16:30 東京大学本郷キャンパス 

 

主旨：1999 年以降、コンゴには世界最大級の国連 

PKO が展開し、文民に対する暴力の低減、国家制度 

の設立と安定化を目的とする活動を行っている。しかし、

コンゴ東部では武装勢力の活動が続き、 さらに、2016 

年には南東部や南部に暴力が拡大して 92 万人の新

たな国内避難民が発生した。 世界最大級の PKO が

展開しているにもかかわらず、なぜ不安定な状況が続くの

か。それを理解するためには、1960 年のコンゴ動乱に際

して派遣された国連軍（ONUC）をめぐって何が起きた

のか、コンゴに対する国連の介入の歴史を理解する必要

がある。本セミナーでは、三須拓也東北学院大学教授を

講師に招き、コンゴの歴史を振り返りながら、PKO がコン

ゴにおける紛争解決と平和構築に果たしてきた役割と課

題を検討した。  

 

開会あいさつ   華井和代 （東京大学）  

主旨説明とコンゴの現状  米川正子 （立教大学） 

講演 「コンゴ動乱とコンゴ国連軍（ONUC）」  三須拓也 （東北学院大学）  

コメント  ジャン＝クロード・マスワナ （筑波大学）  

 

2．「コンゴの経済発展と安全保障」国際会議 

2017 年 11 月 4 日（土）9:45～17:15 ブリュッセル クラウン・プラザ・ホテル  

 

主旨： 安全保障は、経済および社会が発展するため

に必要不可欠であり、同時に、経済発展は安全保障の

ために必要な条件である。長期化する情勢不安は社会

を破壊し、住民の移住を余儀なくし、国民の福祉にむし

ろ悪影響をもたらすような経済活動を助長する。そのた

め、コンゴが抱える経済問題と安全保障問題を同時に

議論することが必要である。こうした問題意識に基づき、 

ASVCC のアドバイサーであるジャン＝クロード・マスワナな

ど在外コンゴ人経済学者を中心とする「コンゴ経済人会

議」は国際会議を開催した。ASVCC代表の米川と副

代表の華井も本国際会議に参加し、欧米諸国在住の

コンゴ人を中心とする研究者と実務家計 40 名と情報

共有および意見交換を行った。  

 

 

主旨説明：ジャン＝クロード・マスワナ（筑波大学） 

研究発表： 

「コンゴの資源依存と経済的脆弱性」 クリスチャン・オチア（関西学院大学） 

「コンゴの通貨危機の根本的原因」 アルバート・トチャタ＝バンパ（パリ第 1 ソルボンヌ大学）  

http://gsdm.u-tokyo.ac.jp/?p=11425
http://gsdm.u-tokyo.ac.jp/?p=11425
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「国家安全保障とマクロ経済の枠組み」 ジャン＝ジャック・ルムンバ & ギラン・ルウェル（銀行家）  

「日本社会から見たコンゴの紛争資源問題」 華井和代（東京大学）   

「安全保障：アフリカにおける開発の不可欠な要素、DRC の事例」 ジャン＝ジャック・ウンド（DESC ウンド）   

「長期化するコンゴ紛争と和平プロセスの問題点」 米川正子（立教大学） 

「パススルー効果の妥当性：金融政策体制を再検討すべきか？」 クリスチャン・P・ピンシ & エマニュエル・スンガニ

（キンシャサ大学） 

「内戦、軍事費と経済パフォーマンス」 ジャン＝ポール・K・トササ（ケベック大学） 

「コンゴ・キンシャサの安全保障：中央アフリカの開発」 ドン＝マーティン・プルディス（パリ第 2 大学）  

「コンゴにおける経済成長：会計から経済的現実へ」 ジャン＝クロード・マスワナ（筑波大学） 

 

3．「コンゴの紛争資源問題をめぐる最新動向と展望」 

2017 年 12 月 11 日（日）18:00～20:00 東京大学本郷キャンパス 

 

主旨：2016 年度から計４回のセミナーを開催し、コン

ゴの紛争資源問題を事例として、資源産出地域におけ

る人権侵害の実態と、当該資源を利用する先進国の企

業が果たすべき社会的責任の関係について考える機会

を提供した。その成果として、本問題に携わる、企業、政

府機関、国連機関、NGO、メディアの関係者との間で議

論が深まり、「サプライチェーンの最上流にあたるコンゴで

何が起きているのかを知りたい」という要望が寄せられるよ

うになった。この要望に応えるべく、今回のセミナーでは、

各報告者が、コンゴにおける政治、経済、紛争、および

紛争鉱物取引規制の効果をめぐる研究動向を報告し、

来場者と意見交換を行った。

 

研究報告： 

「長期化するコンゴ紛争と和平プロセスの問題点」米川正子 （立教大学） 

「コンゴにおける政治状況の最新動向」   ジャン=クロード・マスワナ （筑波大学） 

「紛争鉱物取引規制の効果をめぐる研究動向」   華井和代 （東京大学） 

「紛争鉱物問題に対する CSR の役割」   小島千晶 （筑波大学） 

 

4．ジャン=クロード・カテンデ氏講演会「コンゴの民主化と人権問題」 

2018 年 2 月 19 日（月）18:00～20:30 東京大学本郷キャンパス 

 

主旨：近年のアフリカでは、ブルキナファソやジンバブエな

どが民主政治への移行を実現する一方で、民主化実現

への動きが暴力に発展している国もある。コンゴは、後者

の事例であり、2016 年末に予定されていた大統領選

挙が未だに実施されていない。国際社会は、民主化を求

める現地の人々をどう支援すべきであろうか。本セミナー

では、NGO アフリカ人権擁護協会 (ASADHO)のコン

ゴ代表であるジャン＝クロード・カテンデ氏を講師として招

聘し、紛争影響地域であるカサイ州やキブ州を含むコンコ

国゙内での人権状況に関する理解を深め、国連、

MONUSCO(国連 PKO)、援助国、国際 NGO を含む

国際機関が果たすべき役割を議論した。

 

開会あいさつ  華井和代 （東京大学） 

主旨説明  「アフリカにおける近年の民主化運動」 米川正子 （立教大学） 
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講演 「コンゴの民主化と人権問題」 ジャン＝クロード・カテンデ （アフリカ人権擁護協会 ASADHO） 

コメント  勝俣誠 （明治学院大学） 

  

参加者の感想：立教大学文学部文学科フランス文学専修２年 佐藤明恵 

 

今回、私が本講演会に参加した理由は、下記の３つを

学ぶためであった。 

①コンゴにおいて人権に関して活動しているカテンデ氏は

具体的にどのような活動をしているのか 

②コンゴに関して人権活動を行う上で障壁になっているの

は何か 

③コンゴの市民の間で人権に対する認識はどのように変

わってくるのか。 

コンゴにおける人権侵害を実際に活動している現地の方

から、内側からの視点でお伺いできるのは大変貴重な機

会だと思った。 

本講演の中で私が最も学んだことは３点ある。 

１点目はコンゴ内における選挙実施への障壁である。

2016年末に実施予定だった大統領選がカビラ氏によっ

て延長され続けている中で、何がその延長を許しているの

か。今回衝撃だったのは、選挙を求めてデモを起こした市

民の血を流した凄惨な写真であった。日本では参政権は

国民の基本的人権の一つだが、その参政権を求めた故

に死に至っている方達が多数いる状況に改めてコンゴの

状況の重大さを思い知らされた。莫大な資産を有するカ

ビラ氏をトップとした不法な「内閣」は支配力が絶大であ

る。カビラ親子が国際社会の中である程度の莫大な資

産を所有していることによって、彼らの「存在意義」が認め

られてしまっていることも現状のコンゴの状況を改善できな

い原因の一つであろう。内からの改善を求める叫びがそん

な支配力によって抹殺されることで、外側にいる国際社

会がより改善の一歩を踏み出さない原因になっているよう

に思った。 

 ２点目は不処罰の存在、また制裁が無効な状況につ

いて。不処罰に関してはこれまでのセミナーでも取り上げら

れてきたが、今回さらに学びを深めることができた。2017

年 4月にコンゴで２人の国連専門家が殺害された事件

を国が透明性のある捜査で対応しなかったことをはじめ、

選挙実施に対するデモで市民が政府によって殺されても

何もしない国のあり方、そして非行青年たちを司法を介さ

ずに殺害していた警官の昇進など、不処罰に関して多く

の事例が取り上げられた。この不処罰の温床は、まずカビ

ラ氏による政治的な意思が大きいと言える。カビラ氏の私

的な大統領地位乱用により、国連専門家や多くの市民

が殺害されても憲法や法律を介した正当な捜査・処罰

が下されない状況が続いている。カビラ氏が莫大な資産と

権力を所有していることで、憲法や法律を元にした正当

な捜査・処罰を下すよりもよっぽど警官や官僚は自身の

地位を保護し、収入を得ることができるのだとわかった。ま

た、これは裁判官にも該当することで、それにより、守られ

るべき市民が人権や法律で保護されていない事実にショ

ックを受けた。私は基本的人権や法律によってある程度

守られていると感じられるために人間らしい生活を送れて

いるのだと思っているので、それらが剥奪された状況下で、

自分がいつ殺されるかわからない恐怖と戦わなければいけ

ない状況に愕然とした。 

また、制裁が無効な状況に関しては、イスラエル人実

業家でカビラ氏と親密な関係にあるダン・ゲトラー氏に対

するアメリカによる経済制裁についての、カテンデ氏の見解

から学んだ。カテンデ氏は経済制裁をしたことに関しては

肯定的だったが、アメリカの決定はコンゴに対して全く影響

を持っていないと話していた。というのも、コンゴの権力の

中心に関わるものではなく、またカビラ氏は資産凍結され

た額を上回る契約をゲトラー氏に与えられるからだ、という

言葉に再び衝撃を受け。私は国際社会の一人として、

単に経済制裁や対策を施したという一過性の行為に目

を向けるのではなく、もっとその後のインパクトやメリット・デ

メリットに目を向ける長期的な視点を持たなければ、コン

ゴを含めどのような国際問題でも本質的な改善に結びつ

かないどころか、より事態の悪化を招いてしまうと思った。 

 3点目に、日本の学生としてコンゴの状況を発信してい



5 

く必要性である。カテンデ氏は本講演の中で繰り返し学

生がコンゴのことを学ぶ重要性を強調していた。正直にい

うと、私はコンゴにおいて自分と同年代の若者がどのような

活動を行なっているのか、あまり意識していなかった。しか

し、今回、自分たちの人権を求めて政府と戦っている彼ら

のことを知り、日本にいる私でも、彼らの声をもっと世界に

広めるための何か良い手を打てるのではないかと考えるよ

うになった。私自身がフランス語を集中的に学べる機会を

大学で得ているので、フランス語により磨きをかけ、また、

本セミナーのシリーズに参加することでもっとコンゴに関して

様々な側面から学び、学生として何かできることを模索し

日本の中でも広めていきたい。結果としてそれが国際社

会全体でコンゴに対する問題意識を高めることにささやか

でもつながればと思う。 

 いつも本セミナーに参加することで新たな学びを得てい

る。これを機にコンゴに対して学びを深めていくのみなら

ず、世界全体の諸問題に深く多様な視点から学んでいき

たいと思う。カテンデさん、ありがとうございました。 

 

【映画『女を修理する男』関連】 

1．『女を修理する男』ティエリー・ミシェル監督とのトークショー 

2017年 10月 17日（火）津田塾大学 小平キャンパス 16:20-18:20 上映会、18:30-20:00 映画解説

＆トークショー 

主催：津田塾大学 学外学修センター 

主旨：本センターでは、ギャップタームを利用して学生が参加したさまざまな学外学修の体験をふりかえると同時に、今

後さらに学外での学びを深めるきっかけづくりとして、社会問題に関するドキュメンタリー映画の学内上映会を企画した。 

 

トークショーの質疑応答は下記の通り。 

質問：ムクウェゲ医師の映画を制作した動機は？ 

回答：レイプの事実だけでなく、被害者たちがレイプに抵

抗していること、そしてムクウェゲ医師が不処罰に声を上げ

ていることにも焦点を当てて映画にしたいと思ったから。ま

たアフリカのヒーローも描きたかった。 

 

質問：映画の制作中、性暴力のサバイバーの方と接す

る時、監督はどのような点に注意されたか？ 

回答：コンゴでは、自分たちの体験を皆で共有するという

意味もあり、女性たちは経験してきたことを自らよく話す。

一方で、中東の性暴力の被害者の女性は話せない人が

多かった。 

 

質問：監督は映画制作中、危険な目に遭われたことは

あるか？ 

回答：警察に捕まったことはあった。実際にパンジ財団の

ディレクターなど、周りで殺害された人もいる。現在、自分

はコンゴ国内に入国できない。 

 

質問：コンゴでこの映画が公開された時の反応は？ 

回答：先に米国で公開されコンゴにおける人権侵害に

批判が高まったことで、コンゴ政府に圧力がかかった。 

 

質問：映画で裁判の場面があるが、音声を通じて証言

した人に危害は及ばなかったのか？ 

回答：そもそも、あの裁判はコンゴ政府が人権侵害の問

題に対して努力していることを見せるためのものであった。

撮影許可が得られた裁判は、性的欲求で行われたもの

のみ。集団レイプを組織した人は、現在政府の高官に昇

進したという。国際社会による司法が重要で、不処罰は

絶対に許さないというアクションが必要である。 

 

質問：日本での上映についてどう思われたか？ 

回答：コンゴで起きている問題は日本と無関係ではない

ことを知ってほしい。携帯電話などに使われているコルタン

の 70～80％はコンゴ東部から来ている。広島で投下さ

れた原子爆弾に使われたウランの産地もコンゴである。 
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質問：監督の次回作について。 

回答：不処罰をテーマにしたいと考えている。カビラ氏 

は、昨年末以降、大統領選挙を先延ばしにしていること

から憲法に違反しており、正規の大統領ではない。今、

ムクウェゲ医師は非暴力でもって現政権を動かそうと決断

している。これが成功するためには、国内外からの支持が

必要である。 

質問：観客の心を動かす映画を制作するために、監督

が持っている方針とは何か。 

『女を修理する男』では、美しい景色などコンゴの全体像

も織り交ぜた。ただ悲しみを見せるだけでなく、映画を観

た人に考えさせることが重要であると考えている。 

 

 

 

 

 

参加者の感想：立教大学文学部文学科フランス文学

専修２年 佐藤明恵 

私がトークショーに参加したきっかけは、以前、本映画を

鑑賞し、紛争下における性暴力への関心を持ち始めてお

り、ミシェル監督ご自身から、映画に対する姿勢や実際の

経験を共有していただける貴重な機会だと感じたからであ

る。紛争地域では様々な武器が使用されているが、 そ

の中で最も安上がりで効果的なのが、実は「性暴力」で

ある。その事実は映画を鑑賞した当初、私にとって衝撃

的で受け止め難かったが、本映画のおかげで私はそのよう

な現状と向き合うことができた。 

 本トークショーで学んだことは主に３つある。 

 第 1 に、市民社会に秘められた無限の力についてであ

る。ミシェル監督はムクウェゲ医師と共に、アメリカ議会や

EU、国連本部で本映画を上映し、紛争下での性暴力

の問題を訴えたが、反応は鈍かったという。その一方で、

市民社会が力を発揮することがある。例えば、2017年

5月、ムクウェゲ医師の護衛についていた国連平和維持

軍(PKO)が突然撤退するという声明を出した。その約一

ヵ月前には、ムクウェゲ氏の親友で、共にコンゴ東部で働

いていた産婦人科医兼人権活動家が、自身の PKO護

衛撤退直後に殺害されたばかりだった。 コンゴ政府がそ

の撤退に関与したようだ。ムクウェゲ医師の身が危険にさ

らされるとして、同医師の保護を求めて change.org と

いう組織を通じ、反対運動が世界で起きた。同時に EU

からの圧力もあったことで、24時間後には同声明が撤回

されたのである。この事例から、ミシェル監督は、市民レベ

ルでも一人ひとりの力が集合することで、世論を動かすこ

ともできると話した。監督自身、映画を通してコンゴ市民

も国際市民も巻き込んでいけたらという思いを作品に託さ

れている。 

 第２に、「不処罰」への対応の重要性について、コンゴ

ではカビラ大統領が 2期を終了した 2016年 12月に

大統領選が実施されることになっていたが、資金不足など

を理由にその実施を先延ばしにしている。この行為は憲

法違反に当たるが、処罰の対象とはなっていない。また、

数多くの性暴力へのリーダー格の加害者も適切な処罰を

受けていない。しかし「不処罰」の問題は、コンゴ人に限っ

たことではない。天然資源の豊富なコンゴにおいて、紛争

鉱物の搾取により、一部の個人、国、また多国籍企業が

莫大な利権に絡んでいるという事実は、数多くの国連報

告書などで把握されているにもかかわらず、蔑ろにされて
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いる。このような状況を打開するためには、「不処罰」を絶

対に許さない姿勢が必要だと監督は強調した。ヨーロッパ

ではコンゴの戦争犯罪者へのビザが止められているが、よ

り広範的かつ積極的な国際社会のアクションが必須だと

考えられる。 

 第 3 に、日本とコンゴの関係について、広島に落下され

た原爆の中にはコンゴ産ウランが含まれていた。そして今も

なお、コンゴ東部で採掘された紛争鉱物が、我々が使用

している携帯電話に利用されている可能性がある。我が

国・日本とも深遠な関係があるコンゴ危機だが、政府開

発援助(ODA)の世界最大拠出国の一カ国である日本

は、果たして国連総会などにおいて、コンゴの人権侵害に

反対しているのだろうか？遠い国での問題として片付ける

ことはできない。例えば、紛争鉱物を用いている可能性が

ある電子機器をどのように扱うかなど、我々が身近な生

活のレベルから考えられることはあると感じる。 

 トークショーは短時間であったが、実際にコンゴの地に足

を踏み入れ、被害者と向き合ってきたミシェル監督から、

「あなたはどうコンゴ紛争と向き合い、関わっていくのか」と

問われているかのような感覚を受けた。我々一人ひとりの

力は微力だが、それらが集結することで、国際社会の姿

勢も少しずつ変わっていくのではないかと痛感した。今回

の貴重な機会をきっかけに、社会の構造の中で埋もれて

いる事実と被害者の声を、より一層注意して捉え、向き

合っていきたいと改めて感じた。 

 

2．『女を修理する男』日本語字幕 DVD作成：クラウドファンディング 

クラウドファンディングで呼びかけたところ、プロジェクト開始から 2週間で第一目標の 65万円を上回るご支援をいただくこ

とができ、日本語字幕の DVD作成を実現できた。 
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Ready For での呼びかけ文：コンゴの性暴力と紛争に関する映画「女を修理する男」を DVD化！ 

https://readyfor.jp/projects/amanwhomendswomen 

 

はじめまして、大平和希子と申します。東京大学大学院

でアフリカの研究をしている学生です。2009 年に東アフリ

カに位置するウガンダに 1年間滞在。そして、2010年に

ウガンダで起きた爆弾テロをきっかけに、どうしたら世界で

起きている様々な事象に対しての「無関心」をなくせるの

かを考え続けてきました。2016 年、たまたまタイトルに興

味をひかれ足を運んだ『女を修理する男』の上映会で、

内容もさることながらこの映画に描かれている人々の力強

さに衝撃を受けました。そして、どうしてもこの映画の主人

公デニ・ムクウェゲ医師の声を生で聞きたいと思い、「コン

ゴの性暴力と紛争考える会」で活動を始めました。 

私たちは昨年、このクラウドファンディングを通してみなさ

まからのご支援をいただき、全国各地で上映会を開催し

て多くの方々にこの映画を観ていただくことができました。し

かし、コンゴの現状や、紛争鉱物と性暴力の問題は社会

的にはまだまだ認知されていないと感じています。期間限

定の上映会という一過性のもので終わらせず、さらに多く

の方にこの映画を観ていただきたいと願っています。そのた

め、今回はこの映画の日本語字幕版 DVD を作成しま

す。さらに多くの方にコンゴの現状を知っていただき、継続

的な活動にしていくため、みなさまのお力を再びお貸しい

ただけないでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします！ 

「紛争鉱物」に悩まされ、長年武装勢力がはびこってき

たコンゴの東部。そこには想像を絶する「兵器としての性

暴力」が存在します。『女を修理する男』は、性暴力から

生き延びた女性たちがもう一度自らの人生を生きられる

よう、医師として、そして一人の人間として支え続けてきた

コンゴ人医師ムクウェゲ氏の姿を描いたドキュメンタリー映

画です。この映画は、先進国に住む私たちにも深く関わり

があります。 

コンゴは鉱物資源が豊富で、私たちが日常的に使って

いる携帯電話やパソコンのほか、ロケットやミサイル、飛行

機、最近ではドローンにも使用されています。先進国で暮

らす私たちは、毎日の生活でそれらの電子機器に囲まれ

ているため、鉱物がなければ生きていけないような状態と

も言えます。しかし、実はその鉱物資源が「紛争鉱物」と

呼ばれ、コンゴではその利益をめぐって日常的に悲劇が繰

り返されています。 

「紛争鉱物」が武装勢力や軍の資金源となり紛争を

長引かせています。武装勢力は、鉱山支配を目的として、

近隣の村で暮らす一般市民を恐怖に陥れ支配するため、

組織的な性暴力を行っています。コンゴで起きているそれ

は、性欲のためのものではなく、家族やコミュニティ全体を

物理的にも精神的にも破壊する手段なのです。ムクウェ

ゲ医師の言葉を借りるならば「性的テロリズム」がコンゴ東

部では起こっており、これまでに 20万人以上の女性が被

害を受けています。 

この女性たちを救っているのが、ムクウェゲ医師です。彼

は 1999 年、コンゴ東部ブカブにてパンジ病院を設立し、

これまで 4万人以上の性暴力被害者を治療し、精神的

ケアを施し続けてきました。被害者の保護活動だけでなく、

本問題の根本的な解決のために、国連本部をはじめ世

界各地で性暴力被害に関する演説を行い、女性の人

権尊重を訴えていす。その活動が国際社会で評価され、

多くの賞を受賞し、ノーベル平和賞受賞者の有力候補に

も数回挙がっています。 

紛争鉱物を取り巻く問題の複雑さ、兵器としての性暴

力の残忍さを知ると、怒りや悲しみを覚えるだけではなく、

とてつもない無力感に襲われてもおかしくないと思います。

しかし、本作では、性暴力の被害者一人一人に寄り添う

ばかりか、この現状をなんとか世界に訴えようと奮闘するム

クウェゲ医師や、女性たちが自分の手で平和をつかもうと

一歩一歩前に進む姿が描かれています。医師と女性たち

の生きる姿がこの複雑な問題解決のために遠い日本でも

行動を起こす勇気を与えてくれる、そんな力強さのある映

画です。 

今回のプロジェクトでは、みなさまからご支援をいただい

て『女を修理する男』を日本語字幕で DVD化します。 

昨年の日本各地での上映会には、3,000 名を超える

みなさまに足を運んでいただきました。そして、ムクウェゲ医

https://readyfor.jp/projects/amanwhomendswomen
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師の講演会では 300名あまりの人々にご来場いただき、

医師の声を届けることができました。ノーベル平和賞候補

でもあるムクウェゲ医師の来日は多くのメディアに取り上げ

ていただき、盛り上がりを見せたとも言えます。 

しかし、コンゴ東部の紛争鉱物と性暴力のつながりを

日本で取り上げ、グローバル経済下での人権問題に対す

る日本社会の意識を高めていくためには、こうした活動を

一過性のもので終わらせてはなりません。鉱物資源を取り

巻く問題と性暴力との関係性、そして日本で暮らす私た

ちとのつながりについて考え、具体的に問題解決に向けて

動いていく一端として、この映画をDVD化し、まずは知る

機会を提供できればと思います。 

ASVCC では、学生を中心とする定期勉強会や専門

家を招いての公開研究会、この映画の上映会、ムクウェ

ゲ医師の来日講演会を開催してきました。2016年度は

勉強会を 7 回、立教大学および東京大学との共催によ

る上映会や講演会を５回開催しました。今年度も継続

して活動していきますが、その一環がこの日本語字幕によ

る DVD化です。 

また、来年 1 月にはムクウェゲ医師を再び日本に招聘

してシンポジウムを開催する予定です。テーマは、「国際

社会の働きかけがコンゴ東部をはじめとする資源産出地

域における人権侵害に及ぼす影響」です。今回のシンポ

ジウムでは、国際機関による援助が現地にもたらしている

影響の実態を評価し、問題解決に向けた方策の改善を、

研究機関、企業、援助機関、市民社会、メディアが一

緒に議論する機会としたいと考えています。 

最後に、前回ムクウェゲ医師がいらしたときの帰国直前

のお話をご紹介したいと思います。 

  

「人間性を持たない人たちを相手に暗闇の中で闘い

続けている時、何よりも重要なのは 1 人じゃないと感じ

られることです。日本に来る時は何て遠い国にやってき

たのだろうと思ったけれど、ここ日本でたくさんの人たちが

応援してくれていて、同じ気持ちを共有しているのだと

感じることができました。こんなに心強いことはありません。

あなたたちと共にコンゴを変えることができる、活動を続

けていける、そう思わせてくれたことは本当に大きな贈り

物です。日本で応援してくれる人がいると分かった今、

本当に幸せな気持ちでいっぱいです。私はあなたたちの

応援してくれる気持ちや意思の代弁者であり、コンゴ

人女性が勝利を、平和を手にするその日までみなさん

の思いをのせて活動し続けます。」 

（2016年 10月 4日） 

  

本 DVDの制作は、下記 109名のご支援により実現しました。お名前を掲載させていただきます。 

華井裕隆様/ 庄司香様/ 小河智子様/ 大平貴之様/ 米田正明 ・ 典子様/ 立山芽以子様/ 白澤仁様/認定 NPO 法人テ

ラ・ルネッサンス様/ 塩見拓敬様/ 堀口悦子様 / 松島大様/ 吉田哲生様/ ドゥザベ友香様/ 栗山のぞみ様/ 萩岡真美様/ 仲

本千津様 / 牧野ふみよ様/ 石田愛理様/ 櫻井彰人様/ 長畑凪様/ 山下友宏様/ 上間陽子様/ 鈴鹿達二郎様/ 日野晶

子様/ 佐藤薫様/ 野口聡子様/ 吉田直子様/ 杉山精一様/ 槻大二郎様/ 槌谷恒孝様/ 文藤大翼様/ 大野浩様/ 田名

夢子様/ 田口和重様/ 八木孝三様/ 三村久美様/ 本多真紀子様/ 小野佐智枝様/ 松浦直毅様/ 小林妙子様/ 村松智

妃呂様/ 吉川進様/ 茂澤いずほ様/ 小椋亘様/ 佐野佳子様/ 三島優美様/ 松崎奈穂美様/ 仲野麻理様/ 柾木淳子様/ 

遠藤富美夫様/ 渡辺園様/ 小倉鉄郎様/ 田中志歩様/ 喜多勇様/ 渡辺様/ 荒井良明様/ 安達奈穂子様/ 竹村景子様

/ 久野幸代 様 / 時津聖子様/ 中村明日香様/ 佐藤明恵様/ 久保未希子様/ 米田梨沙様/ 江藤雅子様/ 望月良憲様/ 

金子しの様/ 桝谷寿美様/ 尾和潤美様/ 中村絵乃様/ 三須拓也様/ 上村孝子様/ 矢部陽子様/ 久須美大乗様/ 平岡高

様/ Shuichi Tamura 様/ 塩川佳恵様/ 吉野浩様/ 小口瑛子様/ 横山秀様 / Fumichan 様 / Yuu Kagase 様 / 

Akiko Yagi様/ 三石ちはる様/ 後藤良平様/ 波多野綾子様/ Tomoko Sayama様 / 山下夏沙様/ 河邊紀博様/ 市川

栄作様/ 大谷玲実様/ chie 様/ 結樹様/石川智栄子 様/ はんやんママ様/ ぶんぶん様/ しずく様/ hiroko 様/白田侑加様/ 

すじ様 / 松本公認会計士事務所様/ たか子様/ Noriyuki Seki 様/ Sayaka Watanabe 様 / 川口幸夫様/ Kiyoaki 

Kobayashi 様/ Kunikazu Akao様/ 山口春奈様/ 石崎百合子様  
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3．映画『女を修理する男』DVD発売記念上映会＆トークイベント 

2018年 3月 31日（土）18:45～21:20 JICA地球ひろば 国際会議場（2F） 

 

主催：ユナイテッドピープル、共催：コンゴの性暴力と紛争を考える会 

 

プログラム：映画上映後、2016年度に本映画の上映

キャンペーンを実施したコンゴの性暴力と紛争を考える会

副代表華井和代と本映画の日本語字幕を翻訳した八

角幸雄（アフリカ協会特別研究員）によるトークイベン

トが開催された（司会は関根健次 ユナイテッドピープル

代表）。はじめに、八角氏がコンゴ民主共和国大使館と

在ベルギー大使館に在勤当時から映画原作者であるブ

ラックマン記者と友人関係であり、そのため、映画制作会

社から日本語字幕翻訳の許可を得られたこと、そして本

映画の日本語字幕付き DVD制作・販売に至った経緯

に関して説明した。来場者との質疑応答は以下の通り。 

 

質問：性暴力の原因として紛争があり、その主原因のひ

とつは鉱物資源の奪い合いのようであるが、コンゴ東部は

現在どのような状況なのか。改善の兆しはあるのか。 

回答：紛争鉱物は、紛争以外に、コンゴの土地と市民

権をめぐる民族対立などの要因が複雑に絡んでいる。

1994年のルワンダの虐殺首謀者がコンゴ東部に越境

し、1996年にコンゴの紛争につながった。紛争中にコン

ゴ東部に駐留したルワンダ軍とウガンダ軍が資源を勝手に

採掘し始めた。 

性暴力サバイバーの出身地域と鉱山地域が一致してい

ることは、ムクウェゲ医師の論文にも言及されている。性

暴力は、恐怖の植え付けやコミュニティの破壊のための紛

争の武器として使われた。同医師によれば、20年間の

紛争状態によって秩序および若年層を中心に倫理観が

失われ、兵士以外も性暴力を行っている。また人権侵害

行為を行っても法によって裁かれないため、悪循環が加

速している。 

コンゴには法による統治がないのが問題である。コンゴには

資源とポテンシャルがあるにもかかわらず、政府が機能し

ていない。カビラ現大統領は憲法上の任期である 2期

10年を約２年も過ぎたが、次の選挙を実施していな

い。今後の動向が気がかりである。 

 

質問：映画公開後の現在、ムクウェゲ医師は安全に過

ごされているのか。 

回答：同医師が院長を務めるパンジ病院は欧米の財

団や NGOが支援しており、同医師はノーベル平和賞の

候補になるなど国際的な認知は高い。そのため、政府に

とって好ましくない存在である。コンゴ国内では同医師の

活動が報道されず、西部や首都キンシャサの市民はほと

んど知らない。国連 PKOは同医師を身辺警護している

が、2017年 5月に警護をなくす話が出て、署名活動の

結果継続されることになった。同医師の友人が殺害され

た事件もあり、医師の安全には懸念が付きまとっている。

コンゴ東部の問題解決のための政治的意思は欧米でも

あまり高まっていない。 

 

質問：コンゴと日本のつながりについて知りたい。 

解説：紛争鉱物であるスズ、タングステン、タンタル、金

（3TG）は携帯電話やパソコンなどの電子機器に使わ

れており、国際社会による規制が 2010年から始まって

いる。３TG の鉱山については改善されたが、金鉱山はま

だで、2016年 6月にも金鉱山付近で大規模な殺戮が

あった。日本は世界有数の電子機器産業国・消費国な

ので大きなつながりがある。ただし、企業だけの問題では

ない。2010年に制定されたアメリカのドッド・フランク法

1502条で、企業は自社のサプライチェーンを調査して紛

争鉱物を排除するように求められている。問題点は 2 つ

ある。市民は無関心と思ってメディアが報道せず、市民が

知る機会がないために関心が高まらず、という悪循環にあ

る。企業にとっては調査にコストがかかるため、コンゴ産

3TG を避けることで、紛争に関わっていない合法の 3TG

も売れなくなってしまい、鉱山労働者の生計が悪化してし

まう。本来は、しっかり調査をしてコンフリクト・フリーになっ
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た鉱物は買うべきである。 

 

質問：紛争における性暴力の問題はなくならないのか。

コンゴ以外の地域ではどうか。 

回答：ジェンダー専門家の秋林こずえ先生によると、「性

暴力は性欲の問題ではなく権力の問題である」という。軍

が市民に対して非対称な権力を持った場合に性暴力が

行われる。国連の紛争下における性暴力特別代表の報

告書によると、アジアやアフリカの他の地域でも、同様の

問題は起きている。 

 

質問：性的少数者や障がい者など、複合的差別を受

けている人に対する性暴力はどう考えるか。 

回答：ASVCC には、性的少数者や障がい者について

の情報はない。ただし、数は少ないが男性が性暴力を受

ける例はある。ムクウェゲ医師によると、女性は手術後す

ぐに自分の子どものことを気にする強さを持っているが、男

性は体を治しても精神的に立ち直れず手術後に自殺し

てしまうことが多い。男性被害者が名乗りを上げること自

体が難しい。 

 

質問：女性らが働いて自立するための雇用のフォローアッ

プはどうなっているのか。物を作っても、売れる市場がある

のか。 

回答：パンジ病院の HP に「パンジ・モデル」が掲載され

ている。①身体的な治療、②心理サポート、③生活再

建支援（自分のコミュニティに帰れない人が多いため、家

や生計手段を持ったり、職業訓練、特に縫製技術の訓

練を受けられるよう支援する）、④法的支援の 4 ステッ

プで人々を癒していく。パンジ基金の活動資金のうちの

29%が生活再建に使われている。アメリカの財団が支援

している NGOは、女性たちが縫製した服等を購入して

いるが、商業ベースはまだ難しいのかもしれない。 

 

質問：日本における研究や活動が問題解決に貢献して

いるという実感は持てているか。 

回答：現地で直接的に支援しておらず、誰かが救われ

ているのかを実感することは困難である。しかし、コンゴ研

究を志したり、NGO で現地調査する学生も増えたり、メ

ディアがドキュメンタリー番組を作るなど励まされることもあ

る。こうして問題認知が広まると、いつか大きな力になる

日が来るのではないかと信じている。 

 

閉会のあいさつ（関根氏） 

1人の力は大きい。ムクウェゲ医師 1人が始めた活動が

広がり、これまでに 4万人を救った。ASVCCの強い意

志がユナイテッドピープルに届き、今、観客に届いている。

この連続において世界は良くなる。ユナイテッドピープル

は、「人と人をつないで世界の社会の課題を解決してい

く」をミッションとしている。これまで知らなかったコンゴのこと

を知ったこの機会を出発点として多くの人に伝えてほし

い。ASVCC代表の米川の著書『世界最悪の紛争「コン

ゴ」』は国際協力や課題解決に関心のあるすべての人が

読むべき。そして映画『女を修理する男』を大学や高校で

上映してほしい。 
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会計報告（2017年 4月～2018年 3月） 

収入 支出 

2016年度から繰り越し 415,700 ユナイテッドピープル（DVD作成） 760,320 

クラウドファンディング 858,037 アルバイト代（クラウドファンデイング関連、HP

関連、事務） 

69,050 

個人寄付 55,000 ミシェル監督来日関連（宿泊費 1 泊、移動

費、打ち合わせ） 

43,980 

  ReadyFor リターン発送費 24,593 

  セミナー関連（通訳、打ち合わせ） 20,060   

事務（送料、手数料、講師の移動、利息） 9,512 

計 1,328,737 計 927,515   

残金 401,222 

 

残金は 2018年度の活動に使用する予定です。 

 

最後に、ボランティア・スタッフとして講演会などを支えていただいた石崎百合子さん、伊藤諒斗さん、井上美咲さん、猪

口絢子さん、大平和希子さん、川口幸夫さん、齋藤有希さん、 佐藤明恵さん、田中克昌さん、田中志歩さん、永木

みのりさん、華井裕隆さん、吹原春海さん、溝端悠さん、村松智妃呂さんと山本悠久さんにお礼を申し上げます。  

 


