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まえがきと要約 

2016 年 3 月、任意団体「コンゴ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。その活動目

的とは、コンゴ民主共和国（以下、コンゴ）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

てたドキュメンタリー映画『女を修理する男』（原題：The 

Men who Mends Women）を全国の大学や NGO など

における上映を通して、その問題に関する認識を広め、性暴

力の防止策について考えることにあります。本作品には、コンゴ

人の婦人科医、人権活動家、かつノーベル平和賞受賞候補

者のデニ・ムクウェゲ(Denis Mukwege)医師の活動が中心

に取り上げられています。 

ASVCCが本活動に取り組んだ動機は3 点あります。第一

に、コンゴ紛争が勃発してから 2016 年で 20 年が経つた

め、この機にコンゴの紛争について振り返る機会をつくりたかっ

たことです。1994 年に起きた隣国ルワンダのジェノサイドを知

っている日本人は多数いますが、それに対して、それがコンゴに

飛び火してコンゴ大戦が勃発したことを理解している人は大変

少数です。 

第二に、ムクウェゲ医師の活動を通して、紛争長期化の要

因である紛争鉱物問題を取り上げ、性暴力とグローバル経

済との関係性に関する認識を広めたいと思ったからです。性

暴力と紛争をテーマとする映画は過去に数本上映されたもの

の、性暴力と紛争鉱物の関係性を取り上げ、かつムクウェゲ

医師の活動を描いたドキュメンタリー映画は本作品が初めて

です。そのため、性暴力と紛争鉱物の問題に関する認知度が

高くない日本において、本映画を上映する意義は十分にある

と判断しました。 

第三に、「先進国」が「途上国」を助けないといけないという

一般的な先入観を排除したかったことです。日本にいる我々

にできることは、必ずしも資金援助や技術提供だけではありま

せん。ムクウェゲ医師のような優秀で正義感がある方の活動の

重要性を理解した上で、性暴力や資源の不法な搾取といっ

た人権侵害に対して声をあげたりその真実の追究もできるこ

とでしょう。 

ASVCC は、本作品上映会の短期的効果として、性暴力

                                                   
1 アンケートは、立教大学、東京大学、静岡県立大学、

AMDA/岡山大学、沖縄産科婦人科学会の 5 会場で取ら

と紛争鉱物の関係性に関する議論の促進と意識の向上、ま

た中長期的効果に関しては、上映に加えて、紛争下の性暴

力の防止策を探るために、ASVCC の学生メンバーが紛争鉱

物とグローバル経済の関係について研究を進めることを挙げて

いました。その上、過去にコンゴの紛争資源などの研究や調

査に従事した NGO や企業などを招いて公開勉強会を開催

し政策提言を行うことにより、この問題に関する社会的認識

を高めることを期待していました。 

そもそも私が本問題に関心を寄せ始めたのは、過去に国

連難民高等弁務官事務所（UNHCR）職員として、コンゴ

東部のゴマという紛争の中心地で勤務していた際に、性暴力

のサバイバーと出会ったことがきっかけです。その後 UNHCR を

退職し、コンゴとルワンダにおける紛争と平和、人権問題や難

民について本格的に研究し始めました。その過程で、ムクウェ

ゲ医師の演説や活動をフォローし、同氏の学術論文を読み、

事態の深刻さをより理解すると同時に、日本でも本問題に関

する認知度を向上したいと痛感するようになりました。 

 

*** 

本映画は、2016 年 6 月から 2017 年 2 月まで全国 29

ヵ所で約 3,000 人が鑑賞し、その多くの会場で ASVCC メ

ンバー、大学教員や NGO 職員などによる映画解説も行われ、

また映画の内容をより理解するために、電子ジャーナルで発信

も数回しました。当然この参加者数だけでは、本プロジェクト

の評価はできません。しかし、参加者のアンケート1 や主催側

による参加者への聞き取り調査によると、参加者の 99％がコ

ンゴの紛争下の性暴力の実態について初めて知ったとのこと

でした。特に参加者が衝撃を受けたのは、ムクウェゲ医師の偉

大さと性暴力のサバイバー女性の強さだけではなく、ほとんど

の性暴力が性欲ではなく、経済目的―鉱物へのアクセスを

容易にするため―に行われていること、その資源の恩恵を日

本の市民・消費者が受けていること、一般的に知られている

ルワンダ虐殺が隣国のコンゴに飛び火してコンゴの戦争が勃

発した事実、そして約 20 年間続いているコンゴの性暴力を

止めることができない「国際社会」の無力さでした。その他、

コンゴの実態が、旧日本軍の暴力（慰安婦問題）や沖縄

れた。 



 

の戦後の状況に似ていると痛感した参加者も少なくありません

でした。このようにコンゴの実態に関する認知度がほぼゼロで、

このテーマに関する研究と活動は日本国内では初めてであっ

た現状を考えると、2016 年から 2017 年の 1 年間で、

ASVCC は日本における認知向上に大きく貢献したと言える

でしょう。 

これだけ大勢の市民を動員できたのは、いくつかの理由が

挙げられます。ASVCC のメンバーによる熱心な働きかけ、さま

ざまな資金協力団体や後援団体（下記）の理解と協力以

外に、本映画が第 11 回 UNHCR 難民映画祭やアムネス

ティ・フィルム・フェスティバル 2017 で公開され、BS でも紹

介されたこと、NHK BS1「世界のドキュメンタリー」にて本映

画のハーフバージョン『ムクウェゲ医師の闘い～ コンゴ 性暴

力の犠牲者を癒す～』が、2016 年 8 月 24 日、9 月 28

日、そして 2017 年 2 月 7 日に（再）放送されたこと、そし

てムクウェゲ医師が 10 月に初来日した際に日本メディア

19 社が大きく取り上げたため、予想以上に本映画は注目を

浴びました。 

学生による研究面も進展をみせ、2016 年 4 月から 7 月

まで 6 回の研究会の後に、学生による公開勉強会も開催し

ました。学生らは性暴力と紛争鉱物の関係性について学べば

学ぶほど、それがガバナンス、企業と消費者の役割と責任、

「国際社会」の思惑などさまざまなアクターと問題と直結してい

ることから、理解がますます難しくなり、混乱に直面したことが

数回ありました。しかし勝俣誠氏（明治学院大学名誉教授）

曰く、「今の日本社会では、文脈を読むという努力は多くの場

合省かれ、わかりやすい言葉で早く知ろうという知的な劣化が

起きている。大学生がやるべきことは知的な混乱を起こして、

そこからなおかつ考えること」であるため、その経験は貴重だっ

たと言えます。学生メンバーは本研究を通して、知識以外に、

歴史を様々な観点から学び、現地調査を十分行い、時には

常識を破り、そしてさまざまな人々に伝える重要性を再確認

しました。その上、批判的思考を身につけることができたと自己

評価しています。 

本会設立当初に考えていた社会への政策提言はまだ十

分にできていませんが、映画上映とムクウェゲ医師の来日を通

して、メディアや一般の方から「もっとコンゴについて学びたい」と

いった要請をいただき、インフォーマルな勉強会を 2 回開催し

ました。今後も同様な活動と日本国内外での社会発信活動

を継続しながら、教員による研究もさらに発展させたいと考え

ています。 

 

*** 

2016 年 10 月、ムクウェゲ医師の招聘の際に開催した 2

回の講演と、2017 年 2 月、同氏の招聘後のフォローアップ・

セミナーの報告は、東京大学 GSDM（社会構想マネジメン

トを先導するグローバルリーダー養成プログラム）の報告書か

ら付録に転載しましたので、参照していただければ幸いです。 

最後に、映画上映の実現にあたり、映画製作会社 Les 

films de la passerelle（ベルギー）、資金協力団体のア

フリカ協会、大竹財団と国連広報センター、広報にご協力し

て下さった後援団体の特定非営利活動法人アフリカ日本協

議会、公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本、

女たちの戦争と平和資料館、日本アフリカ学会関東支部、

日本学生平和学プラットフォーム、ヒューマン・ライツ・ウォッチ、

ビジネス・人権資料センター、認定 NPO 法人テラ・ルネッサン

スと毎日新聞社、Readyfor に協力して下さった皆様、そして

ASVCC に寄付して下さった皆様と団体に感謝の意を述べた

いと思います。本当にありがとうございました。 

 

2017 年 3 月 

コンゴの性暴力と紛争を考える会 代表 米川正子 



 

１．映画『女を修理する男』上映会  

 

映画のポスター 

日本初公開! 

女 

を修理する男 
 THE MAN WHO MENDS WOMEN 

 



 

 

「女性と少女にとって世界最悪の場所」とも描写されるコンゴ東部。  

コンゴ戦争が勃発してから 20年が経つ。その間、「紛争鉱物」の実態に関する認知は高まり、

国際社会はその予防策に取り組んできた。しかしコンゴ東部の状況は改善されないまま、この

地域に住む人々の苦しみは続き、大勢の女性、少女、そして男性が性暴力の被害にあっている。

紛争鉱物、グローバル戦争経済と組織的な性暴力は相互関係にあるが、その事実はほとんど知

られていない。 

本作品は、暗殺未遂にあいながらも、医療、心理的、そして司法的な手段を通して、婦人科医

のデニ・ムクウェゲ氏が性暴力の生存者を献身的に治療する姿を映している。それに加えて、

生存者の衝撃的な証言、加害者の不処罰の問題、希望に向かって活動する女性団体、そしてこ

の悲劇の背景にある「紛争鉱物」の実態も描かれている。 

ムクウェゲ氏は 1998 年、コンゴ東部のブカブにてパンジ病院を設立し、これまで 4 万人以

上のレイプ被害者を治療し、精神的ケアを施し続けてきた。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、ムクウェゲ氏は国連本部をはじめ世界各地でレイプ被害に関す

る演説を行い、女性の人権尊重を訴えてきた。その活動が国際社会で評価され、これまで国連

人権賞（2008年）、ヒラリー・クリントン賞（2014年）、サハロフ賞（2014年）などを受賞し

た。ノーベル平和賞受賞者の有力候補にも数回挙がっており、2016 年 5 月のタイム誌におい

て、「最も影響力のある 100人」に選ばれた。「最も影響力のある 100人」に選ばれた。 

 

女を修理する男 
THE MAN WHO MENDS WOMEN 

監督：ティエリー・ミシェル／作者：コレット・ブラックマン、ティエリー・ミシェル／脚本：ティエリー・ミシェル、コレット・ブラックマン、クリスティーン・
ピロ／編集：イドゥリス・ガベ／製作 :ティエリー・ミシェル／2015年／112分／原題：L'HOMME QUI REPARE LES FEMMES／日本語字幕製作：八角幸雄 

後援： 特定非営利活動法人アフリカ日本協議会、公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本、女たちの戦争と平和資料館、日本アフリカ学会関東支部、 

日本学生平和学プラットフォーム、ヒューマン・ライツ・ウォッチ、ビジネス・人権資料センター、認定 NPO法人テラ・ルネッサンス、毎日新聞社 

当映画上映会は、アフリカ基金、大竹財団と国連広報センターから資金協力をいただいております。 

主催：「コンゴの性暴力と紛争を考える会」 

 

コンゴ民主共和国 

 

聴衆賞 特別人権賞 

―ミレニアム 2015 FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM 

DOCUMENTAIRE 

人権賞 ―Vues d'Afrique 2015 

人道賞 2015 ―ベルギー映画批評家連盟 

審査員特別賞― FIFDH-GUADELOUPE 

特別賞―LES 20E RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES HEXAGONE 

テレビ部門賞―AVANCA FILM FESTIVAL 2015 

MAGRITTE DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE―CEREMONIE DES 

MAGRITTE DU CINEMA BELGE 2016 

GOLDEN BUTTERFLY A MATTTER OF ACT MOVIES THAT 

MATTER2015 

― FESTIVAL INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME 

 

 



 

1.1 フォーラム「世界の紛争下における性暴力の課題」 

2016 年 5 月 20 日 

主催：立教大学ジェンダーフォーラム／共催 立教大学グローバル教育センター 

紛争下の性暴力に関する理解を深めるために、映画上映会のキックオフとして、下記のフォーラムが開催された。 

 

フォーラムの内容：武力紛争下の女性に対する性暴力が

「戦争の武器」として意図的な戦略に利用されている事実は

広く認識されている。が、国際的に注目を浴びたのは 1990

年代に入ってからで、2000 年には、加害者を確実に罰し性

暴力に関する「不処罰」の連鎖を終えるための各国政府や国

際機関が責任を果たすように要請する決議が国連安保理で

採択された。 性暴力撲滅に向けた取り組みが少しずつ立ち 

上がっている一方で、「世界のレイプ中心地」とも描写されるコ 

ンゴ民主共和国東部において、過去 20 年間、無差別な性

暴力が日常化している。第 68 回ジェンダーセッションでは、

「コンゴの性暴力と紛争を考える会」の秋林と米川がそれぞれ

世界の紛争と性暴力の課題とコンゴの事例について発表し、

ASVCC の学生メンバー（井上美咲 立教大学法学部 4

年生 ＆ 田中志歩 立教大学現代心理学部 3 年生）

がコメンテーターとして参加した。

 

 

今日は、第 68 回ジェンダーフォーラムの会にお招きいただき、

誠にありがとうございます。 

私の研究分野は「ジェンダーと平和」で、その研究活動とと

もにNGOの活動もしています。現在、婦人国際平和自由連

盟（Women’s International League for Peace and 

Freedom ―WILPF）という NGO の国際会長も務めてい

ます。WILPF は、第一次世界大戦を止めるために、1915

年、参政権を持たなかった女性たちがヨーロッパを中心に立ち

上がり設立した団体です。2015 年に設立 100 周年を迎え

た、世界で最も長い歴史がある国際女性平和団体です。本

部はジュネーブにありますが、世界に 33 の国と地域に支部が

あり、日本支部もおよそ 90 年の歴史があります。 

WILPF が取り組んでいる課題の一つが、紛争下における

性暴力の問題です。私自身は、紛争下の性暴力だけでなく、

長期駐留の外国軍による性暴力、具体的に言えば沖縄、韓

国、フィリピンなど、特に米軍の駐留地域における性暴力の問

題やそれと関わる安全保障の問題について、20 年間、活動

と研究をしてきました。今日はそのような活動の背景の話もし

たいと思います。 

 

紛争下の性暴力：国際社会の取り組み 

2014 年 6 月、ロンドンでアンジェリーナ・ジョリーUNHCR

特使とウィリアム・ヘーグ英外相が、紛争下における性暴力を

止めようと、「紛争下における性的暴力の終焉のためのグロー

バル・サミット」を開催しました。日本の岸田外相を含む約 70

カ国の閣僚が参加しました。ただ紛争下における性暴力の問

題は、ここで初めて取り上げられたわけではありません。そこで

今日は、これまでどのような取り組みがされてきたか、それが現

在どの方向に向かっているのか、そして私たちは何を考えるべき

かについてお話ししたいと思います。 

紛争と性暴力に関してはみなさんも様々なケースをご存知

かと思います。最近の例では、2014 年にナイジェリアでボコ・

ハラムが学校から女の子たちを集団で拉致したケースがありま

す。その中の数人がようやく逃げてきたという報道が、ここ数日

ありました。それから、コンゴ民主共和国では大規模で組織的

な性暴力が現在も続いています。 

国際社会でこのような紛争下の性暴力が課題として認識

され始めたのは、1990 年代初めです。当時、旧ユーゴスラビ

「世界の紛争下における性暴力の課題」 

 

秋林こずえ（同志社大学グローバルスタディーズ研究科教授/ 

婦人国際平和自由連盟（WILPF）会長） 

＊転載許可 

 



 

アとルワンダでそれぞれ内戦が勃発し、そこで組織的な性暴力

が行われました。それが広く報道されたことにより、国際社会の

認識が高まりました。 

しかし紛争下の性暴力はこれだけでなく、多くの地域で続

いています。アジア地域ではかつての日本軍「慰安婦」制度が

規模と組織性の面において紛争下の性暴力の重要なケース

です。これらの紛争下の性暴力は罪として十分に認識されて

きませんでしたが、1990年代以降、世界の市民運動が協力

してこの問題に取り組むようになりました。 

1998 年には国際刑事裁判所（ICC）のローマ規程が

国連で採択され、強かん、強制妊娠、性奴隷制、強制売春

などが紛争下の組織的性暴力として定義されました。紛争下

の性暴力は人道に対する罪であり、戦争犯罪であること、そし

てこれらは処罰の対象となることが明文化されました。 

ジョリー特使が 2014 年のグローバル・サミットにおいて、パワ

フルな発言をしています。強かん、あるいは組織的な性暴力

は、紛争時に避けられないものではない（inevitable）と主

張しているのです。言い換えると、防げるものだという意味です。 

もう一つ大切なことは、ヘーグ外相も言っていましたが、強か

んを紛争の武器として使うようなことを許してはいけないという

ことです。紛争の武器（weapon）や手段（tool）、ある

いは国連の文書ではtactics （戦術）という言い方もしてい

ます。それはどういう意味かというと、紛争下の性暴力は偶発

的に起こるのではなく、そこには何らかの意図が働いていること

です。ジョリー特使は、紛争下の強かんはセックスの問題では

なくて、「権力関係の問題」であると断言しています。つまり性

欲の問題ではなくて、これは支配を示すための方法であるとい

うことです。 

 

戦争の武器としての性暴力 

では、なぜ強かんなどの性暴力が紛争下で武器や戦術に

なるのかについて、考えてみたいと思います。一つは、それぞれ

の社会、集団における女性が従属的な地位に置かれていると

いうことです。女性の社会的な役割、例えば家事やケアの労

働、あるいは家族や集団の中で、女性は守られる対象、守ら

れる立場にあることが一つのポイントです。紛争時に敵の集団

を弱体化させたい場合に、敵の男性たちが「守らなければいけ

ない対象」である女性たちを意図的に攻撃する、つまり強かん

するのです。強かんが権力関係の問題であり、支配することで

あると考えれば、敵の女性たちを自分たちの支配下に置くこと

は、敵の男性の兵士たちは守る能力がなく、自分たちが敵より

も強いことを見せる征服の象徴になります。 

また、組織的性暴力の定義には強制妊娠が含まれていま

す。特に旧ユーゴスラビア内戦の際に広く知られるようになりま

した。意図的に敵の集団の女性たちに自分たちの子どもを妊

娠させるのです。本ニュースは、こんなことが起こっているのかと

いう驚きをもって世界で報道されました。 

強かんも妊娠させることも、女性を「従属しているもの」とし

て認識しているからこそ効果があります。敵の女性たちが自分

たちのものになる、あるいは支配下におかれることを意味するか

らです。まして自分たちの子どもを産ませるということは、父系

社会においては、自分たちのものになるということです。そのよう

な女性の社会的な役割、あるいは従属的な地位があるがゆ

えに、この強かん、強制妊娠、あるいは性奴隷が、武器や戦

術の一環として有効なのです。 

 

「恥」の文化 

ジョリー特使がもう一つ強調していた点は、紛争下の性暴

力――これは性暴力一般にも共通して言えることですが――

は、「被害者の恥」とされることです。本当は被害者は何も恥

じることはなく、恥ずべきは加害者です。しかし、現実には被害

者が責められます。これは紛争下の性暴力を考える上で重要

なポイントです。それは女性のセクシュアリティー、性的な自律

性が認められていないことに起因するからです。 

家父長制における女性の従属的な地位と関係しますが、

性暴力の被害にあった女性はそのコミュニティにいられなくなる

ことが多いのです。多くの場合、性暴力の被害者が無事に帰

ったとしても、そのコミュニティが被害者・サバイバーを受け入れ

ない、ということが起こります。それを強かんする側も知っており、

コミュニティをケアする役割を担う女性たちを攻撃し、その結果、

コ ミ ュ ニ テ ィ ― か ら 追 い 出 す 。 現 在 の 言 葉 で 言 う

displacement（移住）を余儀なくされるわけです。それに

よってコミュニティの人口が減少し、また機能しなくなることによ

って、弱体化するわけです。 

女性が自分の性、自分が誰とセックスをするか決められると

いう価値観、女性の性的自立性がない社会でこその問題で

す。 

性暴力の被害者は身体的なダメージも深く受けますが、そ

れとともに性暴力がもつ心理的なダメージも戦術として使われ

る理由となっています。 

女性の被害者・サバイバーについて話しましたが、男性の被

害者・サバイバーも数は少ないものの、実際にいます。男性の



 

サバイバーも同様に、恥の概念、あるいは男性が強かんされる

ことに関する社会の女性被害者に対する目とは異なった意味

での蔑みの目が、男性被害者・サバイバーに対して向けらます。

最近少しずつ男性の被害者・サバイバーの声が上げられてい

るものの、それはまだまだ困難なことです。 

 

国際社会の認識―人権侵害、戦争犯罪、平和・安全保障 

紛争下の性暴力に関する国際社会の認識の変化につい

て、大きく 3 点を挙げたいと思います。例えば日本軍「慰安婦」

制度については、これがあったことは多くの人が知っていました。

しかし、戦争に性暴力はつきものだという言い方がされ、それ

は仕方がないんだ、そういうものだからと言って、被害者がいな

がら何も手立てが講じられなかった状態が長年続いてきました。 

1990 年代の旧ユーゴスラビアとルワンダの内戦が終わり、

国連で戦争犯罪を裁く国際戦犯法廷が設置されました。戦

争犯罪に関してどの紛争について国際戦犯法廷が開かれる

のかということは、当時は国連の議論で決まっていました。そう

すると国際戦犯法廷の設置については国連内での力関係に

左右されるので、必ずしも公平とはいえないという側面もありま

す。ですが、この 2 つの戦争についての国際戦犯法廷では組

織的な性暴力も裁く必要があるという議論が上がり、それによ

って実際に裁かれることになったという意義があります。その意

味で、1990 年代は、市民社会、政府関係、国連内で動き

がうまく作用し、紛争下の性暴力の問題に関する認識が高ま

った時期と言えます。 

特に、ここで上げたい 3 点とは、1 点目は、人権の分野で

武力紛争下での性暴力の問題が問われるようになったこと、2

点目は、戦争犯罪という領域でも紛争下の性暴力が取り上

げられるようになったこと、そして 3 点目は、2000 年までかかり

ましたが、武力紛争下での性暴力が平和、安全保障の問題

であることが国際社会で認識されるようになったことです。その

3 つの領域の中で武力紛争下での性暴力が認識され始め、

それを訴追する、裁く、あるいは防止するという議論と、対応

するためのメカニズムがある程度、築かれ始めた時期が 1990

年代でした。 

例えば、武力紛争下での性暴力が女性の人権の問題で

あると国連が明言したのは、1995 年に北京で開催された国

連の第三回世界女性会議でした。この会議は政府間会議

ですが、並行して行われた NGO フォーラムには 5 万人の市民

が参加しました。最大規模の市民の参加です。そのような中

で採択された政府間会議の成果文書である「北京宣言と行

動綱領」は、国際社会で取り組まれるべき女性の人権の 12

の重大領域を挙げました。そのうちの一つが「武力紛争と女性」

です。 

同時期に、戦争犯罪を裁く常設の刑事裁判所、国際刑

事裁判所の設置を求める運動が進められていました。戦争犯

罪は全て裁かなければいけない、どの戦争が裁かれ、どの戦

争が裁かれないというような不公平をなくすそうというものです。

1998 年に採択された国際刑事裁判所のローマ規程では、

何が裁かれて何を裁くのか、裁く対象は何で、その罪はどういう

定義を有するのかが示されています。そしてここには、組織的

な性暴力も裁かれなければならない罪として含められ、定義さ

れました。これは女性の人権問題の活動に関わってきた NGO

のロビー活動の大きな成果です。 

人権と戦争犯罪においては長年運動が行われ、上記のよ

うな成果が上げられました。しかし、さらに、なぜ性暴力が戦

術として使われるのかを考えると、武力紛争下の性暴力は平

和と安全保障の問題であることを認識せねばならないという動

きが、1990 年代後半、特に市民社会、NGO の間で高まり

ました。平和・安全保障というテーマは、人権や開発よりも国

連の中で NGO がアプローチしにくい領域です。それは平和・

安全保障は非常に高度な重要な問題で、一般市民にはわ

からないという見方がされてきたからです。これは政府間の高い

レベルでしかできないテーマであり、NGO が関与するような問

題ではないという考えが、国連でも一般的にも浸透しています。

その雰囲気は現在の国連でもありますが、1990 年代はもっと

強く存在していました。 

しかし、WILPF などの NGO が連合を作り、集中したロビー

活動を行った結果、2000 年 10 月に、ジェンダーを初めて取

り上げた国連安保理決議 1325 号「女性と平和・安全保障」

が採択されました。国連安保理は、常任理事国５カ国と非

常任理事国 10 カ国で構成されていますが、安保理の決議

は、他の 190 余りの加盟国に実施義務を課す力を有してい

ます。 

さまざまな政治的駆け引きもあるため、決議の内容は多少

弱まってしまったという面もありますが、根本的には平和・安全

保障関連の政策の意思決定過程にジェンダーの視点を取り

入れることと明記されています。 

ジェンダーの視点を入れるために女性の登用を謳っているの

ですが、採択以降、女性が入ればジェンダーの視点になるの

かというような批判もあり、この 15 年間の成果について振り返

る作業が行われています。 



 

ただ、安保理決議 1325 号を推進しようとした市民たちは、

女性の政治参加を確実にすることで、紛争そのものをなくせる

ような社会の仕組みをつくろうと考えていたことは強調しておき

たいと思います。現在までに「女性と平和・安全保障」をテーマ

とする安保理決議は、7 本採択されています。 

WILPF は、安保理決議 1325 号を中心として国連では

何が行われているのか、世界各地でどういう運動があるのかと

いう情報を集めて、ウェブサイトで紹介しています。Peace 

Women Project という WILPF のプロジェクトが行っている

活動です。 

紛争下の性暴力の問題について取り組む上で重要なもう

一つの点は、「不処罰」です。これは、紛争下の性暴力が続

いてきた一つの要因として、これが罪として認定されず、またそ

れが罰せられなければならないこととして認められてこなかったこ

とを指します。このことに関して、1990 年代以降、人権、戦

争犯罪、平和安全保障の分野において、武力紛争下の性

暴力は罰せなければならないという規範が形成されてきました。

規範が形成されたから全てが解決するというわけではなく、な

かなか解決されないからこそグローバル・サミットのような会議が

開かれるのですが、罰せなければいけないという共通認識が生

まれたことは成果です。 

 

紛争と軍隊 

しかし、それでは紛争下の性暴力に関しては、紛争だけに

目を向けておけばいいのでしょうか。長期駐留外国軍隊の問

題に取り組んできた経験から、私は紛争下の性暴力に取り組

んでいるだけでは問題は解決しないのではないかと考えていま

す。紛争の問題だけではなくて、軍隊の問題なのではないかと

いうことです。駐留軍だけではなく、国連の平和維持部隊

（PKO）による性暴力の問題に接しても、そのような認識を

強く持つようになりました。これは国連内でも大きな問題になっ

ています。 

遡れば、1990年代に旧ユーゴの内戦の後にも、組織的な

性暴力、強制売春、人身売買も含めた性暴力が PKO 要員

によって行われました。現在、WILPF の事務局長を務めてい

るマデレーン・リーズというイギリス人の弁護士は、1990 年代

半ばに紛争終結後のボスニアで国連人権高等弁務官事務

所のジェンダー・ユニットのチーフとして赴任しました。そこで、ア

メリカ人の文民警察官とともに、PKO 要員が組織的な性暴

力に関わっていたり、あるいは当事者であったことを突き止め、

これを訴追しようと国連に働きかけました。結局、PKO 要員に

与えられていた外交特権のため、彼らを訴追できませんでした。

リーズは失望して国連を去り、NGO で働き始めました。そうい

う一連の出来事について、『トゥルース（’Whistleblower’、

（内部告発者）』という映画で描かれています。最近の事例

では、中央アフリカ共和国やハイチで同様な事件があります。

潘基文国連事務総長は、国連はこのような行為を許さない

（zero tolerance）と既に数年間にわたって主張してきまし

たが、現実には PKO による性暴力は現在も続いています。こ

のような有様に直面すると、PKO は一体何を目的に現地に

派兵されているのかと考えざるをえません。PKO というのは、安

保理で承認された後に、加盟国政府が自国の兵士を派遣し

ます。これらの兵士は基本的には正規軍のトレーニングしか受

けていません。そのことと紛争と性暴力は関連するのではない

でしょうか。また、紛争下の性暴力は、非常に残虐なケースに

ついて報道されることが多く、ややもすると、戦争という「極限

状態」でこのようなことが起こってもしょうがないと考えられること

があります。しかし、現実には紛争下だけではなく、実戦に配

備される訓練をしている軍隊がいる地域でも性暴力が数多く

起こっています。 

沖縄のケースは時々目にされると思いますが、戦後 70 年

以上も沖縄に米軍が駐留していて、その間ずっと性暴力が続

いていることはご存知だと思います。米軍は韓国やフィリピンに

も長年駐留していますが、基地の周りの性売買も含めて、こ

れらの駐留地域でも兵士による性暴力が続いています。米軍

が世界で一番多く展開しているため、数としては一番多く目に

しますが、その他にも、例えばケニアでは長期駐留している英

国軍による性暴力などの報告もあります。性暴力は紛争だけ

ではなく、軍隊あるいは軍事的な組織に内在する問題という

ことに着眼しなければならないことを、運動に関わりながら考え

ています。 

 

最後に 

そのような点から、みなさんに問いを投げかけたいと思います。

紛争下の性暴力の問題を考えるときに、紛争だけが問題なの

でしょうか。紛争に注目しているだけでは見えないことがあるの

ではないだろうか、どうすれば根本的に防止できるのだろうか、

というものです。みなさんにも考えてほしいと思います。 



 

「コンゴ民主共和国東部における性的テロと紛争鉱物」 

米川正子（立教大学特任准教授） 

 

ムクウェゲ医師が 2008 年以降、コンゴ東部での性暴力を

「性的テロ」と呼んでいるように大変残虐な方法で行われてい

る。本「性的テロ」と、現地が有する豊富な地下資源とが関

係していることはあまり知られていない。コンゴには世界最大級

の国連平和維持軍（PKO）が派遣されているにもかかわら

ず、大量レイプの事件が起きても PKO による介入がほとんど

ない。それどころか、外国の反政府勢力と「協力」するなど、

PKO が紛争の長期化に加担していることが指摘されている。 

(詳細は、下記のシノドスの記事を参照) 

    

学生とのトーク 

井上：性暴力の組織性を受けて、政府の脆弱性を強く感じ

る。政府の規定した法律が機能していない。軍・公務員の給

料支払いがされていないことが彼らの汚職につながる。裁判、

選挙においても賄賂や汚職が蔓延しスパイラル化する。疑問

としてコンゴの性犯罪を防いでいくためにどこから手を付けていく

必要があるのだろうか。世代間で負の連鎖が続く懸念があり、

コミュニティから排除された女性たちの行方が気になる。 

田中：性暴力による心理的なダメージが組織の弱体化につ

ながることに納得した。資源と紛争、性暴力のつながりを知る

ことで当事者意識を持つことができた。疑問としてアフリカの家

父長制はどこから来ているか、“男らしさ”による束縛を生んで

いる要因としての女性の役割はどのようにあるべきなのだろう

か。 

秋林：コミュニティから排除された女性の行方に関して DDR

（武装解除・動員解除・社会復帰）の兵士の社会復帰、

帰還政策と同じように女性が元のコミュニティに戻れるような方

策が必要である。女性の役割に関してフェミニズム・ジェンダー

研究の観点からは男らしさ、女らしさは社会的に構築されてい

る。 

米川：弱体化した政府へのアプローチとしてではなく、コンゴの

場合は国家として腐っており根本からの抜本的な改革が必要

である。お金がないから給料が支払われていないのではなく意

図的なもの、ルワンダ政府との画策も疑われる。国際社会も

一部で紛争に加担している一面もある。家父長制の起源に

ついては国ごとに違っており世代間でも異なっている。家族概

念は他人に対しても用いられており広い。 

 

井上美咲（立教大学 4 年生：右）＆ 田中志歩（立教大学 3

年生：右から 2 番目）とのトーク 

 

 

 

 

 

 

秋林と映画の翻訳者の八角幸雄氏とともに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1.2 映画上映会後の解説の様子と上映会場 

性暴力の目的、性暴力と紛争鉱物との関係性、消費者とし

ての責任などについて理解を深めるために、いくつかの会場で

は上映前後に映画解説と参加者との質疑応答の時間が設

けられた。また 11 月 25 日の女性に対する暴力撤廃の国

際デー、あるいは 11 月 25 日ー12 月 10 日の性差別によ

る暴力廃絶活動の 16 日間に上映することで、女性に対す

る暴力に関する問題意識をさらに高めた(注：東京大学にお

ける映画上映に関しては、別紙の報告書を参照)。 

 

左：立教大学にて白戸圭一氏（三井物産戦略研究所中東アフリカ室主席研究員）による映画解説（6 月 3 日） 

右：日本記者クラブにて米川正子と華井和代による映画解説（6 月 17 日） 

 

埼玉大学にて華井和代による映画解説（10 月 13 日）         静岡県立大学にて米川正子による映画解説（10 月 24 日） 

  

神戸市外国語大学にて森口雄太氏（同学生）と栗田佳典氏(テラ･ルネッサンス) によるコンゴの現状の話（11 月 30 日） 

  
ムクウェゲ医師と共に働いた Fabio Pompetti 氏 (世界の医療団パンジ病院担当コーディネーター)と共に（2017 年 1 月 8 日） 



 

   

下記の 29 カ所の会場で映画が上映され、計３000 名が鑑賞した。 

 

6/3 立教大学 

6/17 日本記者クラブ 

6/30 大竹財団 

9/18 第 11 回 UNHCR 難民映画祭 仙台 

9/21 ソロプチミスト日本財団 (東京) 

9/21 東京大学 

9/25 第 11 回 UNHCR 難民映画祭 札幌 

10/13 埼玉大学 

10/15 第 11 回 UNHCR 難民映画祭 東京 

10/23 第 11 回 UNHCR 難民映画祭 大阪 

10/24 静岡県立大学 

10/28 国際基督大学 (＊英語版) 

11/4 AMDA 社会開発機構＆岡山大学 

11/6 恵泉女学園大学 

11/17 上智大学 

11/18 沖縄産科婦人科学会 

11/21 JEITA 責任ある鉱物調達検討会 (東京) 

11/25 ながさき女性医師の会＆長崎大学 

11/30 神戸市外国語大学 

11/30 東京外国語大学 

12/1 大阪大学 

12/10 宇都宮大学 

12/14 早稲田大学(日本学生平和学プラットフォーム) 

12/22 同志社大学 

1/6 コンゴ民主共和国柔道スポーツ施設整備計画チーム有志一同 (東京) 

1/8 認定 NPO 法人世界の医療団 (東京) 

1/28 アムネスティ・フィルム・フェスティバル 2017 (東京) 

1/29 弘前大学 

2/2 難民支援協会 ＆WELgee 

 

 

東京：16 カ所 

大阪：2 カ所 



1.3 映画に関する参加者の所感（アンケート等から） 

 

【立教大学】 （畑中昂淳 —同学生） 

一般に「性暴力」という問題は、個人問題として捉えられ、

なにかいやらしいようなイメージを抱き、その問題さえ忌避する

ような傾向がある。それは、性的暴力は個々人の関係の中で

起こる事件として扱われることが多いからであろう。 

しかし、コンゴの紛争地域では、性暴力が紛争における戦

略の一つとして行われている。この事実を今の日本でどれくら

いの人が知っているのだろうか。 

現在、コンゴ東部では民族紛争の延長上で、政府軍と反

政府軍、地域のゲリラ部隊や国連平和維持活動（PKO）

軍を巻き込んだ紛争が既に 20 年以上も続いている。この地

域に住む多くの住民がこの紛争に巻き込まれ被害に遭ってい

る。鉱山での採掘に駆り出され、性暴力の被害に遭い、「虐

殺」されるという事態が絶え間なく起きているのである。 

コンゴにおける「紛争下の性暴力」の実態は、我々が捉える

ところとはかけ離れたもので、非常に残虐である。性暴力が被

害者に恐怖と恥を与えることにより、当人が属するコミュニティ

を弱体化させ、地域からの強制移動を余儀なくさせることを目

的としている。性暴力は女性だけでなく男性に対しても犯さ

れ、被害者は 0 歳から 80 歳までのほとんどすべての年代に

当てはまる。そして、それは性器を銃で撃つ、ナイフで切除す

る、家族の前でレイプを行うなど残虐非道極まりないものであ

る。 

なぜ、住民がそのような事態に巻き込まれているのだろう

か。コンゴの紛争問題を研究している米川先生は、コンゴや

隣国の政府軍や反政府軍がコンゴ東部を制圧し、組織権力

の強化のために鉱山支配や性暴力は行われていると指摘す

る。市民を搾取し、現地の鉱山を支配することで採掘される

鉱物資源は、直接的な組織の活動資金になる。それゆえ、

服従しない人々は有無を言わさず、殺戮される。 

 今回の上映会を通して、まさにその関わろうとしない、関わり

たくないという態度こそが本問題をより助長させていることが認

識されたのではないだろうか。性暴力は、その側面を利用する

形で行われているからだ。日本から遠く離れたコンゴで起きて

いる問題とはいえ、私たち日本人はこの紛争問題に不可避

的に関わっている。ジャーナリストの白戸圭一氏が言及するよ

うに、私たちが使う携帯端末にはコンゴ原産である鉱物が広く

使用されている。つまり、紛争の資金源となる鉱物資源が使

われた製品を購入することで、我々もまた血塗られた紛争の

継続に加担しているのである。 

 

【静岡県立大学】 （同学生） 

性暴力だけでなく暴力全般に言えることだが、「暴力」というマ

イナス行動は、負の感情が集まりやすい場所に集中しがちだ。

今回はコンゴとルワンダに関する講演をいただいたが、紛争

地、貧しい地域だから暴力が起きるというわけではなく、争い

やコミュニティの破壊の”手段”として性暴力、暴力が画一化し

てしまっているということに驚きを感じた。人権は今日、世界中

の国で認められていると思いがちであるが現実として、その人

権を守るための組織であるはずの国連であっても、様々な国

の思惑に振り回されてしまい、適切に対処できていないという

問題もあるということが分かった。“国連”、“国”だけで目を光ら

せるのではなく、私たち自身でこうした問題の現状に目を向け

るところから、始めなければならないのではと感じた。 

 

【岡山大学】 

私は教育学部に属する大学生で、来年から小学校の先生に

なります。教育に携わる身としては、子どもたちが小さいころに

つらい経験をし、また成人男性が罪を犯してしまう現状は、教

育という視点で少しでも改善できるのではないかと思いました。

決して安易にできることだとは思いません。けれど、私が教育

者という立場で何かできることを考え、実際に何か少しでも変

容させられる人材になりたいです。ありがとうございました。 

 

【沖縄産科婦人科学会】 

数年前コンゴのことを知り、この映画が沖縄でも上映されてほ

しいと思っているところだった。この機会をとても感謝していま

す。ドクターが「被害にあわれた女性に、ご自身の妻・母・娘を

重ね合わせる」と話されていました。私自身、沖縄に 70 年以

上前から起こり続けているあらゆる暴力（軍隊による）の被

害者に私自身・兄弟姉妹・両親・親族・大切な人を重ね合

わせています。数十年も昔のことでも涙が流れるまでほど痛む

ことができます。沖縄の教育、私の生きる様々な環境がそのよ

うに育んでくれたと思います。今回のような企画をもっともっと広

めてほしいと思います。 

 

 

 

  



 

2．学生・教員の研究会 (2016 年) 

2.1 研究会 

華井の指導の下で、学生約 10 名とともに以下のテーマで研

究会が行われた。 

 4 月 20 日 イントロ 

 5 月 18 日 「コンゴの紛争資源問題と消費者市民社

会のつながり」－華井 

そもそも、コンゴの紛争はなぜ、ここまで長期化しているのか。

鉱物をめぐる国内における争いと国際機関や周辺諸国との関

係性から紛争を捉える試みを行った。 

 5 月 25 日 『ルポ 資源大陸アフリカ』（白戸圭一

著）を読んで議論 

鉱物紛争とも呼ばれるコンゴの紛争においてどのように鉱物が

関わっているのか、鉱物に関する規制や国内における制度に

ついて学んだ。 

 6 月 15 日 『世界最悪の紛争「コンゴ」』(米川正子

著)を読んで議論 

コンゴの紛争において正義とは何なのか、どのようにして解決の

糸口を探ればよいのか。複雑に絡む関係者の思惑に関する

議論を行った。 

 6 月 29 日 「コンゴ東部の鉱物資源とスマートフォン」－

田中滋氏（アジア太平洋資料センター） 

我々の使うスマートフォンの中にコンゴで採掘された鉱物が含

まれている可能性があることから、私たちの日常生活に使用し

ているものがどのようにつくられてきたのかを考えることの大切さ

を学習した。 

 7 月 6 日 「市民社会によるアドボカシー」大曲由起子

氏（元移住連事務局） 

コンゴの問題にかかわらず、世の中にあふれる社会課題に対し

て政府でもなく企業でもない一般の人々がどのように行動を

起こしていけばよいのか、大曲さんの移住連での団体活動を

例にして検討を行った。 

 

インフォーマル公開勉強会 

2016 年の 10 月上旬のムクウェゲ医師の初来日中、またい

くつかの映画会場にて、コンゴに関する勉強会に参加したいと

いう要望を受けた。それに応えて、インフォーマルな公開勉強

会を 2 回開催した。 

 

 11 月 22 日 「コンゴの教育」－ジャン・クロード・マスワナ

（筑波大学大学院） 

コンゴの教育システムを学ぶにあたって、まずコンゴが宗主国・

ベルギー、そしてその前にベルギーのレオポルド 2 世という一個

人によって支配されていた歴史の観点が必要であり、その教

育が国家の情勢に深く関わっている。 

 

 12 月 15 日 「コンゴとベルギーの関係」八角幸雄(アフ

リカ協会)  

1998 年の第２次コンゴ戦争の際に日本政府がどのように安

全管理をしたのか、コンゴの歴史の背景にはベルギーがどのよ

うに関わっているのかについて学んだ。 

 

 



 

2.2 公開勉強会 

「アフリカの紛争下の性暴力、ガバナンスと土地問題～「国際社会」はどう対処できるのか～」 

2016 年 9 月 30 日 

主催：立教大学グローバル教育センター 

 

勉強会の内容：5 月から 7 月の研究会で、紛争下の性暴

力、コンゴの紛争の背景、国際社会による鉱物資源への取り

組み、人権と市民活動についての課題を共有し考察を重ね

てきた。その中で、コンゴや他国のガバナンス、鉱物が埋蔵さ

れている土地の支配問題が浮き彫りになってきた。 

それでは、紛争下の性暴力をなくし紛争を止めるには、「国

際社会」はガバナンスの向上や土地の管理にどう向き合うべき

なのか。 

AVSCC学生メンバー（畑中昂淳、園田朗穂、勝田翔一

郎、三上麗）がこれまで蓄積した知識―コンゴ内外のガバナ

ンス、紛争鉱物、性暴力と、日本の私たちの生活との関連性

―を共有した後に、武内進一氏（アジア経済研究所地域

研究センター次長）によるコメントと学生との討論を行った。 

 

各学生から下記の発表があった。 

ガバナンスの問題（立教大学：畑中 昂淳） 

コンゴの紛争が長期化していることの原因として政府の腐敗が挙げられる。どのようにして政府が政

府としての役割を失うに至ったのか。コンゴに関する年表をさかのぼることによって、政府の腐敗を招いた

歴史的背景や土壌形成を想定し、検証を行った。この腐敗の流れは戦前のモブツ大統領の時代から

形成されている可能性を示した。一方で、現在はこの腐敗状況がより一層深刻になっている。国が法

律上行われなければならない選挙は未だに延期され続けている。国際社会が一体となって問題に対

する当事者意識を持ち、姿勢を見せていくことが必要である。 

 

紛争下の性暴力問題（立教大学：三上 麗） 

コンゴの紛争は政府と反政府組織の対立問題だけでは語り切れない。そこには、紛争の長期化を

目的として手段として利用される一般の人々が存在する。性暴力は一般住民に対する最も残虐なコ

ミュニティ破壊手段の一つ。まだまだ世の中の性暴力に対するイメージは個人の性的欲求から生まれる

という考えが占めている。この暴力の範囲は幼児から老人まで、女性だけでなく男性も被害にあってい

る。一人でも多くの人がこの事実を認識することで社会を一歩前に前進させていかなければならない。  

紛争鉱物問題（立教大学：園田 朗穂） 

「紛争と鉱物」、一見関わりがないと思えるこのふたつがどのように関わっているのか。鉱物は採掘から

製品となって消費者に届くまでの加工の過程で様々なルートを通る。その経路の中で紛争に関わる組

織が売買に関わり、紛争における資金源となっている。現在アメリカでは、このルートを明らかにしようと

いう法規制として「ドッド・フランク法」が取り組まれている。このように国際社会が一体となって紛争問題

に関わりを見出していくことが、この先も求められている。  

消費者と企業の果たすべき責任（明治大学：勝田 翔一郎） 

コンゴの紛争と聞いたとき、遠く離れた日本という国に住んでいる私たちにはいったい何ができるのだろ

うか。募金しかできないのだろうか。企業は社会に対して何を行っているのか。私たちは深く知るというこ

とを強調したい。例えば鉱物問題には、自分の使うデバイスメーカーに原料の産地の開示を請求する。

紛争全体には SNS を通して意見を発信する。そういった一人ひとりの意識が行動となり社会を動かし

ていく。一人ひとりが主体的に関わりを見出していくことが、この問題並びにすべての社会問題の解決に

対して大きな一歩になっていくのである。 

 



武内進一氏（アジア経済研究所地域研究センター次長）のコメント 

学生が半年間でこのようなコンゴの紛争という複雑な問題に対して熱心に取り組んでくれたことは嬉しく

思う。また、一般向けの発表ということでも、分かりやすいものにもなっていた。 

しかし、ただの問題紹介にとどまっていたとも言える。本問題はもっと深堀ができるし、しなければ本質が

見えてこない。例えば、土地政策であれば、1900年くらいから細かく見たり、ベルギーとの関わりも長い期

間において見る。今後は、戦争に関しても過去のモブツ元大統領や周辺人物に関する深堀をもっと行え

ば、より示唆に富んだ研究になるのではないかと思う。 

コンゴの内戦をめぐる負のサイクルが成立したのは、内戦が始まる前の 1990 年代以前である。特にコ

ンゴ東部でのルワンダ系住民と地元住民の関係は着目すべきだ。1930 年代にルワンダを植民地支配

していたベルギーが移民政策を行い、コーヒー農園の労働者としてルワンダ人がコンゴ東部に連れて来られた。そして、1960 年代

に起きたコンゴ動乱で東部のコミュニティ内の憎悪が広がり、ルワンダ系住民と地元住民との間で摩擦が大きくなった。この関係の

悪化が後の 1990 年代の内戦へ繋がっていると考えられる。 

さらにコンゴの性暴力と紛争鉱物の問題は、国際（International）・地域（Regional）・国内（National）・地元

（Local）の４つのレベルで関連し合っている。コンゴ東部の紛争の原因を考える際、紛争鉱物以外にも、歴史の根の深さに目

を向けなくてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勉強会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

ASVCC メンバー 

  



 

3．映画上映に関する記事 

『女を修理する男』の上映会が各地の大学で開催されるにあたり、下記の新聞やウェブサイトで、上映会の案内と併せてコンゴ東

部の状況とムクウェゲ医師のこれまでの活動等が紹介された。 

 

3.1 新聞記事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎日新聞 2016 年 5 月 28 日(土) 東京版  



 

 

 

朝日新聞 2016 年 6 月 1 日(水) 東京版 

 

 

静岡新聞 2016 年 9 月 25 日(日) 



 

 

毎日新聞 2016 年 11 月 20 日(日) 神戸版 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝日新聞 2016 年 11 月 27 日（日）大阪版 

  



 

3.2 オンライン・ジャーナル記事 

a) 新潮社 Foresight：「紛争」と「鉱物資源」と「性暴力」 （2016 年 5 月 25 日） 

白戸圭一  

 

アフリカ大陸中部に位置するコンゴ民主共和国の東部を舞

台にした、1 本のドキュメンタリー映画を紹介させてほしい。ベ

ルギー人監督のティエリ・ミシェル（Thierry Michel）氏

（63 歳）が制作した 2015 年の作品で、原題はフランス語

で「L'HOMME QUI REPARE LES FEMMES」という。直

訳すると「女を修理する男」。筆者が知る限り、日本では一般

の映画館での公開予定はなく、6 月 3 日に立教大学の学

内で上映される。筆者はコンゴ東部の情勢について上映当日

に観客向けに解説するよう主催者から依頼を受け、先日鑑

賞した。 

20 年に及ぶコンゴの紛争状態 

 1 時間 52 分の本作は、紛争が続くコンゴ東部で性暴力

被害者の治療に取り組む 1 人のコンゴ人産婦人科医の活

動を追い、遠いアフリカの紛争地に蔓延する凄惨な性暴力

が、先進社会に住む我々の日常とどのように繋がっているかを

考えさせる。 

  主人公の医師はデニ・ムクウェゲ（Denis Mukwege）

氏。コンゴ生まれの 61 歳。フランスの大学で医学を学び、コ

ンゴ東部の南キブ州ブカブに病院を設立し、コンゴ軍兵士や

武装勢力の戦闘員にレイプされた女性の治療と心のケアを続

けている。これまで治療に当たった被害女性は 4 万人を超え

る。 

 コンゴは 1996 年のモブツ独裁政権の崩壊を機に大規模

な内戦に突入し、300 万人が死亡したと言われている。

2002 年に和平合意が結ばれ、全土が戦場と化す状況は脱

したが、ルワンダ、ウガンダ、ブルンジとの国境に近い東部地方

の戦火は終息せず、この地域では武装勢力が乱立し、民間

人の虐殺、集団強姦、略奪などの残虐行為が繰り広げられ

るようになった。2000 年以降、世界最大規模の国連平和

維持活動が展開されているが、治安秩序の全面崩壊という

状況が今日まで続いている。 

 ムクウェゲ氏は産婦人科医として被害女性の治療を続ける

一方、紛争の実態を国際社会に広く訴えることが重要と考

え、これまでに様々な場で発言してきた。国連で何度も演説

し、大規模な強姦被害の実態を告発するとともに、コンゴ政

府がその防止に向けて十分な措置を執っていないと批判して

きた。2012 年 9 月に演説しようとした際には直前にコンゴ政

府関係者から演説をやめるよう説得され、その直後、コンゴの

同氏の自宅は武装集団に襲撃され、警備員の男性が射殺

された。  

 命の危険を感じた同氏は家族とともに欧州に移った。しか

し、彼がコンゴでレイプ被害者の治療を続けることを望むコンゴ

東部の女性たちは、農産物販売で得たなけなしの収益を積

み立て、ムクウェゲ氏の帰国用のフライトチケットを用意した。

人々の熱意に打たれたムクウェゲ氏は帰国を決意し、2013

年 1 月、コンゴ東部のブカブに戻った。国連平和維持軍が

24 時間体制で身辺警護に当たる中、ムクウェゲ氏は被害女

性の診療を再開する。本作では、カメラがムクウェゲ氏に密着

し、活動の一部始終を映し出す。レイプで瀕死の重傷を負っ

た少女の手術シーンは、そのあまりの悲惨さに目をそむけたくな

るほどだ。 

「紛争鉱物」とは？ 

 ムクウェゲ氏はこれまでに国連人権賞、フランスのレジオン・ド

ヌール勲章、米国のヒラリー・クリントン賞、欧州議会のサハロ

フ賞など、人権を守るために戦う人々を称える数々の国際的

な賞を受賞してきた。ムクウェゲ氏は授賞式に招待されるたび

に、米国議会や欧州連合議会で演説し、紛争の凄惨な実

態を告発し、被害者への支援を訴えてきた。本作では、そうし

た演説の様子も映し出される。米国大統領選に立候補して

いるヒラリー・クリントン氏も、ムクウェゲ氏の活動を支援する 1

人として登場する。 

http://www.rikkyo.ac.jp/events/_asset/pdf/event160603_001.pdf
http://www.rikkyo.ac.jp/events/_asset/pdf/event160603_001.pdf


 

 なぜ、コンゴ東部では悲惨な紛争が続くのか。その理由は複

雑で、限られた紙幅では説明が困難だが、1 つ明らかなこと

は、コンゴ東部が鉱物資源の宝庫であり、鉱物資源が生み

出すカネが武装勢力の活動を支えていることだ。コンゴの紛争

を生み出し、武装勢力の事実上の資金源になっている鉱物

を「紛争鉱物」と呼ぶ。本作品中では、この紛争鉱物の問題

が取り上げられ、先進社会に暮らす我々が、鉱物資源を通じ

て知らぬ間にコンゴ東部紛争を経済的に支えている図式が描

かれている。 

 「紛争鉱物」の問題に馴染みのない読者は、どこかの国の

一部の非倫理的な企業がコンゴ東部の武装勢力と結託し、

国際市場に鉱物を流通させ、そこで得た代金の一部を武装

勢力と山分けしているような印象を抱くかもしれない。しかし、

問題は、より複雑だ。米国会計検査院（USGAO）が

2015 年 8 月 18 日に公表した調査報告書は、紛争鉱物

を市場から排除することがいかに困難であるかを示している。 

米議会が「排除」に乗り出したが…… 

 紛争鉱物とは、正確にはコンゴで採掘され、周辺 9 カ国経

由で流通するタンタル、タングステン、錫、金の 4 金属を指

す。このうちタンタルは、携帯電話やゲーム機のコンデンサー

（蓄電器）に使われており、今や我々の生活に欠かせない

資源となっている。 

 コンゴ東部で 1990 年代後半から、複数の武装勢力が治

安の空白を利用し、4 金属を資金源にしている疑惑が指摘

されてきた。国連安保理の調査パネルは 2011 年 12 月、

中国企業 2 社による武装勢力からのタンタル購入を突き止

めたが、これは氷山の一角とみられている。 

 そこで、紛争鉱物の問題に熱心な米国の議員たちが中心

になり、2010 年 7 月に米議会で成立した「ウォール街改革

及び消費者保護に関する法律（通称ドッド・フランク法）」の

1502 条に、紛争鉱物対策に関する規制を盛り込んだ。米

証券取引委員会に登録している企業（米株式市場の上場

企業）に対し、自社が製造にかかわる製品にコンゴ産紛争

鉱物が使われているか否かを調査し、結果を開示するよう義

務付けたのである。 

 同条項に罰則規定はないが、自社製品に紛争鉱物が使

われていたことが判明すれば企業イメージが悪化するため、紛

争鉱物を市場から排除する効果が期待された。USGAO の

報告書は、1502 条で定められた規制が狙い通りに機能した

かを検証した結果だった。 

 報告書によると、同法で調査義務を負わされた企業は、

2014 年時点で 1321 社（そのうち 87％は米国企業）あ

り、「自社製品に紛争鉱物が含まれていない」と報告した企

業は 24％にとどまった。反対に「自社製品に紛争鉱物が含ま

れていた」と正直に報告した企業は 4％しかなかった。さらに

「使用したリサイクル品に紛争鉱物が含まれていた」と回答し

た企業が 2％あった。つまり、これら 3 つの回答を全部合わせ

ても、何らかの結論を得た企業は 30％にとどまったのである。 

 一方、「製品に含まれている鉱物の原産国すら特定できな

かった」と回答した企業は 67％に達し、結論を保留した企業

も 3％あった。要するに、7 割の企業は、自社製品に紛争鉱

物が含まれているかどうか、突き止めることができなかったので

ある。 

複雑なサプライチェーン 

 なぜ、このような結果になったのか。実は同法が企業に求め

た調査については、当初から「非現実的」との指摘があった。 

 企業が調査の義務を果たそうと思えば、自社製品の部品の

サプライチェーンを川上に向けて遡る必要がある。だが、サプラ

イチェーンのグローバル化が進んだ今日、現実には次のような

ことが起こった。 

 例えば、最終完成品を販売している A 社が、製品に使わ

れているコンデンサーにタンタルが使われていると考え、コンデン

サーを納入した上流企業 B 社に材料の納入元に関する情

報提供を求めたとする。 

 しかし、B 社もまた、組み立てに使う無数の部品を C 社と

D 社と E 社から購入しており、それらの会社に情報提供を求

めなければ、A 社に回答できない。そこで C、D、E の 3 社に

情報提供を求めたところ、3 社から次のような回答が返って来

た。「我々も、F 社と G 社と H 社に情報提供を求めなけれ

ば、正確な回答はできない」。こうして情報提供依頼が地球

を 1 周、2 周、3 周し、真相は闇の中に消えていったのであ

る。 

 何よりも、大きな問題は、企業が正規の手続きをコンゴ政

府との間で交わして鉱物を輸入した場合ですら、「当社の製

品に紛争鉱物は含まれていません」と自信を持っては言い切

れないことだ。1960 年の独立後、独裁政治と紛争しか経験

していないコンゴでは、政府高官の汚職が「当たり前」と言わ



 

れている。国庫のカネが権力者によって私物化されている状

況では、正規の手続きによってコンゴ政府に支払われた鉱物

の代金が、水面下で武装勢力の手に渡っても何ら不思議で

はない。つまり、ある企業が自社製品に使われている鉱物の

原産国をコンゴと特定できたとしても、その鉱物が武装勢力の

資金源になっていないことを突き止め、完全なる「潔白」を証

明するのは、現実には不可能に近い。 

 こうして武装勢力にカネが流れ、紛争は続き、名もなき民の

犠牲は続く。そんな、やり切れない現実に敢然と立ち向かうム

クウェゲ氏と、その支持者たちの姿を、本作品は淡々と伝えて

いる。 

   ×          ×          ×          

 6 月 3 日（金曜）の上映は東京・池袋の立教大学 8 号

館 8101 教室で、18 時 20 分～21 時の予定で行われ

る。上映主催者の立教大学ジェンダーフォーラムの米川正子

特任准教授によると、既に全国の複数の大学関係者から

「上映したい」との要望が寄せられており、東京以外でも今

後、上映される可能性がある。 

 米国では前国務長官の大統領候補がムクウェゲ氏を支援

し、米議会が同氏の公聴会を開き、欧州議会は同氏の活動

支援を約束している。だが、残念なことに、本作を観ると、日

本の姿はどこにもない。日本がグローバル国家を標榜したいの

であれば、国会に何かを期待するつもりはないが、せめて全国

に 1 つくらい、本作の上映を引き受ける映画館が出てきても

良いのではないかという気もするのである。 

 

2015 年 3 月、ベルギーのブリュッセルで会見を開き、ミシェル監督（左）とともに作品をアピールしたムクウェゲ氏（中）（C）AFP=時事 

  

http://www.rikkyo.ac.jp/events/_asset/pdf/event160603_001.pdf
http://www.rikkyo.ac.jp/events/_asset/pdf/event160603_001.pdf
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b) SYNODUS(シノドス) Academic Journalism： 

コンゴの紛争下における性暴力、紛争鉱物とグローバル経済―ドキュメンタリー映画『女を修理する男』上映会 

2016 年 9 月 9 日 

米川正子 / 国際関係論 華井和代 / 国際紛争研究 

http://synodos.jp/international/17778 

シリーズ「等身大のアフリカ／最前線のアフリカ」では、マスメ

ディアが伝えてこなかったアフリカ、とくに等身大の日常生活や

最前線の現地情報を気鋭の研究者、 熟練のフィールドワー

カーがお伝えします。今月は「最前線のアフリカ」です。 

 

コンゴの紛争状態とムクウェゲ氏の活動 

1996 年に、ルワンダ虐殺の首謀者の掃討、コンゴのモブツ

独裁政権の打倒などの理由から、ルワンダをはじめとする周辺

諸国が介入して以降、コンゴ民主共和国（以下、コンゴ）

東部では 20 年にわたって「紛争状態」が続いている1。 

 1996～1997 年の第一次コンゴ紛争においては、「ジェノ

サイド」とも特徴づけられる非人道的行為が行われ（国連報

告書、2010 年）、また 1998～2002 年の第二次コンゴ

紛争においては、周辺国をはじめとする約 17 カ国が軍事的

や政治的に介入して「第一次アフリカ大戦」とも呼ばれる大規

模な国際紛争に発展した。 

 2003 年に公式には紛争が終結してもなお、コンゴ東部で

は複数の武装勢力による活動が継続し、累計で約 600 万

人という、第二次世界大戦後、世界最悪の犠牲者を生んで

いる。同時に、大規模な性暴力が紛争手段として行われ、コ

ンゴ東部は「世界のレイプ中心地」「女性と少女にとって世界

最悪の場所」とも描写されている。 

このコンゴ東部において、性暴力のサバイバーを治療してき

たコンゴ人の婦人科医をご存知だろうか。 

                                                   

1 「紛争状態」とは、公式には外国軍が撤退し、コンゴ政府と

反政府武装勢力との和解が成立しているものの、残存する

外国とコンゴの武装勢力が活動を続け、住民に暴力をふるう

状態をさす。 

2 2012 年 10 月、自宅で暗殺未遂にあうが、犯人は未だ

に逮捕されていない。ムクウェゲ氏が狙われた理由は、彼がア

 その名はデニ・ムクウェゲ（Denis Mukwege）氏。日本

語で同氏について執筆しているのは、筆者（米川）を含めて

数名であり日本ではほぼ無名だが、国際社会、特に欧米諸

国では著名である。 

 2015 年 4 月、このムクウェゲ氏の活動を描いたドキュメンタ

リー映画 ‘The Man Who Mends Women’（邦題『女

を修理する男』）がティエリー・ミシェル&コレット・ブラックマン監

督によって制作された。本作品は、ムクウェゲ氏が 1998 年に

コンゴ東部のブカブにパンジ病院を設立して以降、暗殺未遂

に遭いながらも、医療、心理ともに 4 万人以上のレイプ・サバ

イバーを治療してきた姿を映している2。 

 その上、コンゴ東部ではほとんどの加害者が処罰されることが

ないため、同氏は法律相談所を数カ所開設するなど、法の支

配の確立にも力を入れてきた。加えて、サバイバーの衝撃的

な証言、加害者の不処罰、希望に向かって活動する女性団

体、そしてこの悲劇の背景にある「紛争鉱物」3の実態も描い

ている。 

 ムクウェゲ氏はコンゴの性暴力のサバイバーを治療した最初

の婦人科医であり、またコンゴ東部における鉱物の略奪を目

的に軍や反政府勢力が性暴力を犯し続けた事実について、

国連本部をはじめ世界各地で声高に非難し、女性の人権

尊重を訴えてきた最初の人物である。その活動が国際社会

で評価され、これまで国連人権賞（2008 年）、ヒラリー・ク

リントン賞（2014 年）、サハロフ賞（2014 年）などを受

ドボカシー活動の際にコンゴ紛争と性暴力の責任者を強く非

難し、コンゴ政府とルワンダ政府が怒りをあらわにしたため、そ

れと関連していると言われている。 

3 「紛争鉱物」とは、当該鉱物の採掘・流通にともなう利益が

政府、あるいは武装勢力によって紛争資金に利用されている

鉱物をさす。 

http://synodos.jp/authorcategory/africa


 

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

いる。 

紛争下における性暴力への取り組み  

紛争下における性暴力が国際的に注目を浴びたのは、

1990 年代に入ってからである。それ以降今日にかけて、国

際社会ではさまざまな取り組みが行われている。例えば、国連

が設置した 1990 年代初めの旧ユーゴスラビア内戦における

戦争犯罪を裁く旧ユーゴ国際刑事裁判所（ICTY）と、や

はり 1990 年代初めに起こったルワンダのジェノサイドでの戦

争犯罪を裁くルワンダ国際刑事裁判所（ICTR）では、紛

争下の組織的性暴力が罪に問われた。1998 年の国際刑

事裁判所（ICC）のローマ規程では、人道に対する罪や戦

争犯罪に「性奴隷制」や組織的性暴力が含められている。 

2000 年には国連安保理において、紛争下での性暴力か

ら女性・少女を保護する重要性を謳い、また加害者を確実に

処罰し、性暴力に関する「不処罰」の連鎖を終えるために各

国政府や国際機関が責任を果たすように要請する決議

1325 号「女性・平和・安全保障」が採択された。日本政府

もその決議 1325 号等の履行に関する行動計画を 2015

年に策定している。そして、2014 年には「紛争における性暴

力停止のためのグローバルサミット」がイギリスで開催された。 

 このように紛争下での性暴力撲滅に向けた取り組みが少し

ずつ立ち上がっているものの、コンゴ東部においては、1996

年以降、女性の 3 人に 2 人が性暴力の犠牲になり、その数

は計 40 万人以上とも言われる。男性のサバイバーもいる。 

 なぜこんなにも性暴力が蔓延してしまったのだろうか。 

「戦争の武器」としての性暴力と紛争鉱物との関係  

性暴力が「戦争の武器」と呼ばれていることは、今では広く

認識されるようになった。性暴力は、AK47 のような武器と違

って購入とメンテナンスを必要としないため、費用がかからず、

体一つで多くの人々を精神的にも身体的にも痛い目に遭わ

せることができる。しかも加害者は不処罰でいることが多いた

め、まさに最も効果的な武器である。 

                                                   

4 United Nations Security Council, 

S/2015/203,23 March 2015, 3 

その性暴力が「意図的な紛争手段」として利用されている

事実は、まだ十分に知られていないようである。豊富な鉱物

資源を有するコンゴ東部では、コンゴ国内や近隣国のルワンダ

とウガンダの武装勢力（政府軍と反政府勢力の両アクターを

含む）が資源産出地域および流通経路を支配する手段とし

て、性暴力を利用している。その理由は主に 3 点ある。 

第一に、武装勢力は実効支配した鉱山の周辺地域で性

暴力をふるうことによって、住民に恐怖心を植え付け、性暴力

のサバイバーとその家族だけでなく、コミュニティ全体を弱体化

させて支配下に置くことができる。それによって、武装勢力にと

って邪魔な存在である資源産出地域の住民を、他の地域に

強制移住できる。と同時に、鉱山労働者の入山や、産出さ

れた鉱物、輸送手段などに「課税」し、利益を得ることができ

るようになる。 

第二に、性暴力は不名誉なこととしてサバイバーやその家

族を苦しめ、恥や無価値であるといった感情をもたらす。その

結果、住民は士気喪失して、政府や武装勢力に立ち向かう

気力を失ったり、女性が主に中心的役割を果たしている農業

や商業が破綻してしまう。最終的に住民は武装勢力が実効

支配する鉱山での労働に依存せざるを得なくなる。 

第三に、コンゴ東部における性暴力は典型的な（集団

的）レイプだけではなく、木の枝、棒、びん、銃身や熱い石炭

などが性器に挿入されたり、時には集団レイプの後、膣が撃た

れることもある。なぜここまで残虐な方法をとる必要があるの

か。それは女性の性器が機能しなくなると子どもを産めなくな

り、それが長期的に現地の人口減少につながるからである。そ

の結果、武装勢力はますます資源産出地域を支配しやすく

なる。コンゴ東部の人口密度が高いのは、1930 年代と

1940 年代、当時のベルギー植民地が現地の鉱山や大農

園で安い労働力を要していたために、人口密度が高かったル

ワンダから人々を半強制的に移動させたからである。 

このような鉱物資源と性暴力の関係について、国連も、

「資源と鉱山集落の支配をめぐる武装勢力間の競争は、増

加している文民の移動、人身売買や性的虐待と関係してい

る」と明記している4。ムクウェゲ氏らの調査でも、鉱物が豊富

 



 

な地域と性暴力の発生地が一致していることが指摘された

が、それはあくまでも限られた地域のみであり、さらなる調査が

必要だと明記している。 

こうした資源利用によるコンゴ東部の「紛争状態」の長期

化は、グローバル経済を通じて日本の私たちの暮らしともつな

がっている。特に紛争資金源として利用されている 4 鉱物

（スズ、タングステン、タンタル、金）は、世界各地で産出さ

れる鉱物と混ざって、携帯電話やパソコンなどの電子機器から

自動車や航空機にいたるまでの幅広いあらゆる工業製品に

使用されている。 

こうした実態に鑑みて 2010 年には OECD において「紛

争地域及び高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェー

ンのためのデュ－・ディリジェンス・ガイダンス」が発表され、アメリ

カではドッド・フランク法 1502 条において紛争鉱物取引規制

が導入された。上述の 4 鉱物を使用する上場企業は、サプ

ライチェーンをさかのぼってその原産地を調査し、コンゴとその周

辺国から産出されたものである場合には、紛争に関与したも

のではないかどうかを明らかにして公開する義務を負ったのであ

る。 

こうして国際的な取り組みが実践された結果、一部の鉱山

からは武装勢力が撤退したり、解体された武装勢力が政府

軍に統合されたりしているものの、その「和平」は脆弱な状態

にある。特に金の鉱山ではいまだに武装勢力の支配が続き、

政府軍に統合された武装勢力が離反する危険性も否定で

きない。さらには、紛争によって崩壊した司法制度がいまだ回

復しないため、紛争手段としてのみならず犯罪としての性暴力

も頻発し、 現地住民の苦悩は未だに続いている。 

日本における映画上映の意義  

日本において、映画『女を修理する男』を上映する動機は

三点ある。 

第一に、コンゴ紛争が勃発してから本年で 20 年が経つた

め、この機にコンゴの紛争について振り返る機会をつくりたかっ

たことである。1994 年に起きた隣国ルワンダのジェノサイドを

知っている日本人は多数いる。それに対して、それがコンゴに

飛び火してコンゴ大戦が勃発したことを理解している人は少数

派である。 

 第二に、ムクウェゲ氏の活動を通して、紛争長期化の要因

である紛争鉱物問題を取り上げ、性暴力とグローバル経済と

の関係性に関する認識を広めたいと思ったからである。性暴

力と紛争をテーマとする映画は過去に数本上映されたもの

の、性暴力と紛争鉱物の関係性を取り上げ、かつムクウェゲ

氏の活動を描いたドキュメンタリー映画は本作品が初めてであ

る。そのため、性暴力と紛争鉱物の問題に関する認知度が

高くない日本において、本映画を上映する意義は十分にある

と判断した。 

第三に、「途上国」の人々が「無力」だから、「有能」な「先

進国」が助けないといけないという一般的な先入観を排除し

たかったことである。当然ながら、ガバナンスが弱い国や紛争国

にも、ムクウェゲ氏のような優秀で正義感がある方は大勢い

る。我々にできることは必ずしも資金援助や技術提供だけで

はなく、性暴力のような人権侵害に対して声をあげたり真実を

追求することも、人助けになる。 

映画上映の運営のために、専門家や学生と任意団体「コ

ンゴの性暴力と紛争を考える会」を立ち上げ、さまざまな団体

に助成金を申請したり、広報などの協力をお願いした。またコ

ンゴの紛争と資源の結びつき、国際社会の対応、人権問題

と市民社会のアドボカシーなどについての勉強を重ねてきた。 

日本初公開となる 2016 年 6 月の立教大学での上映会

においては、参加者から、「性暴力と紛争資源の複雑な関係

性を初めて知った」「ルワンダ・ジェノサイドは知っていたが、その

後のコンゴ戦争は知らなかった」「ムクウェゲ氏の偉大さと女性

の強さが印象的」「戦後 70 年が経った現在も、紛争下の性

暴力について考えなくては」という感想が寄せられた。 

性暴力撲滅との闘いは今後まだまだ続きそうだが、紛争鉱

物と性暴力の関係性について考えるためにも、読者にもぜひ

鑑賞をお勧めしたい。



 

c) 開発メディア ganas 

性器にナイフ！コンゴ民主共和国で横行するレイプの裏に『スマホ』あり 2016 年 6 月 9 日 

 

「女を修理する男」の上映会を主催した米川正子立教大准教授。 

前職では国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）コンゴ民主共和国ゴマ所長を務めた。 

紛争が続くコンゴ民主共和国（コンゴ民＝旧ザイール）

東部で性暴力被害者を治療しているコンゴ人医師を描いた

映画「女を修理する男」（2015 年、ベルギー製作）の上映

会が 6 月 3 日、東京・池袋の立教大学で行われた。上映

会を主催した米川正子立教大学准教授は「コンゴ民の東部

は“世界のレイプの中心地”と呼ばれるほど性暴力が横行して

いる。その原因は我々が利用するスマートフォンと密接に結び

ついている」と訴えた。 

■2 カ月の赤ちゃんまでレイプ 

映画が明らかにするのは、コンゴ民東部の深刻な性暴力の

実態だ。武装勢力に襲われたある女性は「性器にナイフを刺

され、気を失った。意識が戻った時は手術中で、一時は膣と

肛門がつながっていた」と告白する。また、別の既婚女性は

「武装勢力が突然、家に押し入り、夫や子どもたちの前で私

を犯した。子どもは脅され、私は深い傷を負った」と怒りを露に

する。 

国連人口基金（UNFPA）によると、コンゴ民では 1996

年に紛争が勃発して以降、推定 20 万人以上の女性が性

暴力の被害を受けたという。これは毎月 1100 人、1 日 36

人の女性が被害にあっていることを意味する。コンゴ民政府は

腐敗しており、同国東部では司法が機能していないのが実

情。米川氏は「国軍や警察も性暴力に加担している」と口に

する。 

■住民を退かすためにレイプ 

米川氏によると、武装勢力が性暴力をふるう目的のひとつ

は鉱物資源を確保することだ。コンゴ民東部は豊富な鉱物

資源に恵まれている。特に「紛争鉱物」と呼ばれる金、銀、タ

ングステン、タンタルが豊富に採れる。タンタルはスマートフォン

やゲーム機のコンデンサー（蓄電器）に使われる。コンゴ民に

は少なくとも世界のタンタルの 6 割が埋まっているとされる。 

「武装勢力は、紛争鉱物を違法に採掘する多国籍企業

から賄賂を受け取り、活動資金にしている」。 

こう暴露するのは、三井物産戦略研究所の白戸圭一研

究員だ。白戸氏によると、複数の中国企業がコンゴ民東部で

紛争鉱物の取引にかかわっていることが国連安保理の調査で

分かったという。 

紛争鉱物は、市民の居住区に埋まっていることも少なくな

い。「武装勢力は紛争鉱物を独占したいがために、住民の強

制移動を目的のひとつとして性暴力をふるう。性暴力はコミュ

ニティを弱体化させ、武装勢力の支配を容易にする」と米川

氏は説明する。 

■紛争鉱物かどうか分からない 

紛争鉱物を規制する動きは出ている。だが実効力が薄い

のが現状だ。米国議会が 2010 年に成立させた金融規制

改革法（ドッド・フランク法）の 1502 条は、米国の株式市

場に上場している企業に対し、自社製品にコンゴ民の紛争鉱

物が使用されていないかどうかを調査・報告することを義務付

けている。 

紛争鉱物の使用が発覚すれば自社イメージが下がりかね

ないことから、規制に向けた効果が期待された。これについて

白戸氏は「2014 年時点で調査義務を負わされた 1321 社



 

のうち、自社製品に紛争鉱物が含まれていないと報告した企

業は 24％にとどまった。反対に自社製品に紛争鉱物が含ま

れていたと報告した企業はわずか 4％だ。7 割の企業は自社

に紛争鉱物が含まれているかどうか、突き止められなかった」と

問題点を指摘する。 

白戸氏はまた、「鉱物資源のサプライチェーンは現在グロー

バル化している。資源のルーツを突き止めることは困難だ。ドッ

ド・フランク法は十分に機能していない。紛争鉱物の規制は

難しい」と語る。 

コンゴ民東部では 1996 年以降、豊富な鉱物資源を原

因に紛争が長期化している。国連は、2 万人規模と世界最

大の平和維持活動（MONUSCO）を展開しているが、事

態は泥沼化するばかりだ。 
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4．資金協力団体、Readyfor の寄付者とコンゴの性暴力と紛争を考える会への寄付者・団体 

 アフリカ協会、大竹財団、国連広報センター 

 Readyfor を通じて、下記の方々が寄付をしてくださいました。 

akamaki 様 あさばん様 Kazuya Asakawa 様 足立須香様 ami 様 Michiharu Ikoma 様 稲坂光代様 

Tatsuhisa Iwata 様 Ushiyama Yasushi 様 eggy 様 Nobuhiko Kanazawa 様 Naoko Kimura 様 

金富子様 けいこママ様 げんさん様 Rie Koshiyama 様 Nakazawa Taka 様 西野自由理様 Nobuko 様 

Maiko Okuda 様 大林稔様 齋藤綾子様 Hatsumi Sakoda 様 jasmine 様 sohoshito 様 

佐野陽子様 杉山精一様 瀬野喜代様 Kazue Takahashi 様 Masako Tanaka 様 友松悦子様 

Tsune Tsuchiya 様 はち様 haru 様 Fumikaya Kinukagari Ring 様 michiko 様 村田孝子様 

Mariko Yamaoka 様 大河原さき様 yoko-s 様 多田篤毅様 csan 様 S.Yamanobe 様 db 様 

※ 順不同で掲載しており、掲載をご辞退された方の掲載は控えさせていただきました。 

 

 下記の方々と団体からは、コンゴの性暴力と紛争を考える会にご寄付をいただきました。 

佐久総合病院様、井上健様 網中昭世様 牧野久美子様 宮地佳那子様 高村慎吾様 村松智妃呂様 イシゲシゲル様 

佐伯美苗様 大曲由起子様 高橋基樹様 望月良憲様 井関ふみこ様 村松智美様 ヤマネ様 小野あさよ様 石原燃様 

吉見千恵様 下田理様 杉木明子様 熊谷奈緒子様 宝塚ロータリークラブ様 ソロプチミスト日本財団様 東京新聞社様 

大川宝作様 株式会社アルーシャ様 ニシヒラクミコ様 イイジマユウコ様 コタニナナミ様 アサトリエコ様 野津美由紀様 

※ 掲載をご辞退された方の掲載は控えさせていただきました。 

  



 

5．会計(2016 年 3 月～2017 年 3 月)   

収入 支出 

収入源（団体名） 寄付額（円） 支出明細（＊100円単位で四捨五入） 

大竹財団 150,000  国内外郵便代 12,900 

人件費 122,400 

事務用品 14,700 

アフリカ協会 100,000  字幕監修費（米川が AVSCC に寄付） 

国連広報センター 356,000  字幕翻訳費 100,000 

上映費 32,000x8 回（東京大、静岡県立大、AMDA、神戸

市外大、長崎大、宇都宮大、日本学生平和学、同志社大） 

→映画会社に送金 

Readyfor 427,800  字幕加工費 393,000 

ポスター・チラシ印刷 8,400 

国内外送金手数料 21,400 

資料の英訳代 3,700 

DVD コピー代 1,300 

上映費(立教大、大竹財団、ソロプチミスト、埼玉

大、恵泉女学園、上智大、沖縄産婦人科医、

JEITA、東京外大、大阪大、コンゴ柔道施設整備

計画チーム、世界の医療団、アムネステイ、弘前大、

難民支援協会)注１* 

610,000  （2016 年 6 月上旬までに上映が決定していた会場では上

映代 1 回につき 32,000 円。それ以降、上映が決定した会

場では、上映代を 42,000 円に変更） 

そのうち、上映費 407,100 円を製作会社に送金。  

残金 202,900 円 

日本語版使用料（UNHCR 主催の難民映画

祭にて）注 2* 

60,000 15,000X4 回分＝60,000 円 

個人寄付 308,000  ムクウェゲ医師の来日で 187,700 円支出 

（内訳：通訳代 48,600 

日当 50,000 

タクシー代 8,500 

飲食費 33,100  

資料翻訳代 20,000、 

その他 27,500） 

その他、Readyfor 関連で 67,500 円支出 

残金 52,800 円 

収入計 2,011,800 支出計：1,596,100 円 

残金計：415,700 円（上記の下線を合わせたもの） 

2017 年度に本映画日本語版の DVD を作成する予定で

あるため、その資金に充てる 

注 1*: 国際基督教大学は難民映画祭を主催した UNHCR との契約の関係上、上映会は英語版を使用したために上映費

は無料であった。また日本記者クラブにおける上映会は、映画製作会社の許可を得て無料とした。 

注２*：UNHCR は製作会社と直接契約を交わし、本会社に上映費を支払った。 

 



 

６．【付録】 

2016 年 10 月 3-4 日の 2 日間、コンゴの東部で紛争下

における性暴力の被害者救済に尽力する婦人科医 デニ・ム

クウェゲ医師を招いての講演会が笹川平和財団国際会議場

と東京大学で開催された。本講演会には、ムクウェゲ医師に

加えて、ジェンダー問題の専門家である秋林こずえ同志社大

学大学院教授、レアメタルの取引に従事するアドバンストマテ

リアルジャパンの吉永宏明営業部長をお招きし、当団体代表

の米川正子も加わり、コンゴの性暴力と紛争鉱物問題に対

する日本の対応を議論した。 

 

6.1 「紛争下における性暴力と女性の権利擁護」（2016 年 10 月 3 日、笹川平和財団にて） 

 

多国籍企業が利益を得るための紛争資源問題が、性的テ

ロリズムを引き起こしている。これを是正すべきであることを伝え

たい。タンタルがとれるところで、女性が多く犠牲になっている。

そしてこの鉱物は、携帯、ミサイル、飛行機などに利用されて

いる。ポケットの中に、我々の持つ携帯電話の中にコンゴの女

性の受けている性暴力があるのだ。そして資金提供、税の投

入などの形で国家、企業もそれに加担している。コンゴの紛争

は民族紛争ではない。内戦でも、宗教戦争でも、テロでもな

い。コンゴの紛争は、経済的な紛争なのである。そしてそのい

ちばんの犠牲者は、女性であり、子どもたちである。 

性暴力はコストの安い紛争の武器として使われている。私が

病院で診察をしていると 80％の女性はどこの武装勢力によっ

て強姦されたのかがわかる。武装勢力ごとに性器に傷を与え

る方法が確立されているからだ。男性もまた被害にあっている。

集団の性暴力で一度に 200-300 人の女性が被害にあい、

村全体の女性が対象となる場合もある。村人の見ている前で

強姦し、女性を「壊す」ことで、周りに残忍さを見せつけること

で、コミュニティに致命的な影響を与えることを意図している。

生後 6 か月の赤ちゃんから 80 歳の老人までの女性が性暴

力の対象になっている。銃で性器を打つ、性器の中に武器を

差し込むなどの残忍な暴力を働く。そして性暴力はまた、性

病を拡散もする。HIV ウィルスも拡散する。人口を減らすだけ

でなく、女性が支える経済全体に対し、世代を超えて病気を

拡散することで大きな悪影響を与える。暴力は社会的組織

も壊す。母が強姦されたのを見た子ども、子が強姦されたのを

見た親はその関係性が分断される。強姦で生まれた子どもは

「蛇の子ども」と呼ばれ、家族、コミュニティの誰も面倒を見ず、

社会とのつながりが断たれてしまう。このように性暴力は極めて

効率の良い兵器なのである。コンゴは「開発の大きなパラドク

ス」の国家と言われ、豊かな天然鉱物に恵まれているにもかか

わらず最貧国から抜け出せない。性暴力犠牲者たちはそのこ

とで家族、社会からも疎んじられてしまう。国際社会はこうした

状況を断ち切るため行動すべきだ。武装勢力に対する資金

供与をやめさせる。鉱山で頻繁にみられる人権侵害をなくす。

鉱物のトレーサビリティを向上させる。こうした問題を解決しな

い限り、いかなる企業の自由経済活動も認められてはならな

いだろう。遠くの地域であっても連携してこの課題に挑まなけ

ればならない。欧米の法律を見本にして、こうした世論に訴え

るキャンペーンを支援してもらいたい。笹川平和財団も、それ

に貢献してほしい。住民の人権、社会の厚生、利他主義、と

いったものが、企業利益よりも優先されなければならない。企

業は人権の敵ではなく友人、パートナーであるはずだ。パート

 



 

ナーとしての企業への投資により持続的開発も可能になるだ

ろう。幸せ、豊かさとは、共有する事であり、それが、地球とい

うグローバルビレッジの幸せにもつながるであろう。 

 

質疑応答 

「先日開催されたアフリカ開発会議（TICAD）では人権

等のイシューは提起されなかった。日本の政治経済的リーダー

たちに、ムクヴェゲ医師からメッセージはあるか」「コンゴの問題

に何か自分も働きかけたいが、日本にいながらできることはある

のか」「女性のリーダーが将来より増えていくために何が必要か」

などの議論が活発に行われた。ムクヴェゲ医師からは、日本政

府は TICAD でも鉱物資源を含むビジネスの話をメインにした

が、ビジネスだけでなく人権もグローバル化し、普遍化して両

輪として進めていかないことには健全な発展はないこと、などの

見解が示された。また女性の社会進出に関し、「女性の力は

悲劇の中で真価を発揮する。悲劇を直視する力がある。大

学での成績が良いのも女性。女性が管理する銀行が繁栄す

るという統計もある。これはリップサービスではなく現実である。

女性が真価を発揮し、女性として権利を行使することが必要。

女性が何かすると男性よりうまくいく、と言われる。50 ドルを男

性に与えても何にもならないが、女性に与えれば 1 軒の家に

する。女性参加の促進が極めて重要である。」と語った。 

 

 

6.2 「コンゴ東部における性暴力と紛争」（2016 年 10 月 4 日、東京大学にて) 

 

鉱物資源は、国の開発に貢献するはずが、貧困や暴力を

生み出す結果となっている。特に私たちの国であるコンゴ東部

でもそのような問題が起きている。グローバル経済が天然資源

を必要としているが、それらは貧しい国にある。しかし、開発す

る側の倫理が欠けている。結果として何十年にわたり血が流

れている。今回は性暴力の経済的な理由と結果について考

えたい。鉱物資源の開発と性暴力は複雑な関係がある。タン

タルは世界の埋蔵量の 8 割をコンゴが有しているとも言われる。

先進的技術を使う産業では、コンデンサや携帯電話の材料と

してタンタルが使われている。また熱に強く、ロケットやミサイルに

も使われている。このタンタルが女性たちに苦しみを与えている。

コンゴ紛争は、公式には 2002 年に平和合意がなされた。わ

れわれは希望を持っていたが紛争「終結」後も武装勢力の活

動はやまず、組織的な略奪が継続的に行われている。コンゴ

は法治国家として十分に機能していないため、規制もなく最

低賃金も存在しない。結果的に、企業は鉱山を安く開発で

きることとなる。脆弱な国家から資源を仕入れることはコストダ

ウンにつながるのである。悪意または無知により、サプライチェー

ンの端で国民が暴力に継続的にさらされている。暴力を生む

鉱物開発はシステマティックに性暴力と関係している。性暴力

は性的な欲求から来ているわけではなく、性的なテロである。

被害者に大きなインパクトを与えるための支配の手段の一つと

して性暴力は使われている。命を奪うジェノサイドという言葉が

あるが、性器を奪うという意味でもジェノサイドという言葉をあて

ることができる。サハロフ賞受賞の際のスピーチで私は、「結果

を解決するのではなく、原因を解決する必要がある」と述べた。

違法な開発と暴力の関係を断つ、武装勢力の資金源の関

係を断つ、人権侵害を解決する、という 3 つを目的とする法

整備を呼びかけた。紛争鉱物問題の解決には、トレーサビリ

ティの導入などの、サプライチェーンの適正化が必要である。一

部の多国籍企業は経済活動の自由を奪われるというが、そう

いう企業は倫理が欠けている。また消費者は、商品にどのよう

なものが使われ、どのようなところからきているのかに対して意

識的になる必要がある。今回初めて来日し、日本の文化に



 

少し触れたが、自分の利益を守るだけではなく、他の人の利

益をも守る「利他」という言葉を学んだ。人類がひとつなら共に

立ち上がり、人間性の豊かな社会を実現したい。 

 

※講演中、一人のコンゴ人青年が壇上に上がり、自己主張

を行うハプニングがあった。それに対してムクウェゲ医師は、「国

民の一人としても申し訳なく思っている。若者たちもフラストレ

ーションを感じており、その中での主張だったと思う」と述べた。 

 

質疑応答 

質問 1：アメリカと EU の規制は武装勢力対策の面で効

果が出ているのか。また武装勢力や国軍が行っている暴力を

止めるための安保理の決議は実際に効果が出ているのか。 

ムクウェゲ医師：「規制の実効性があるかどうかは問題であ

る。資源の消費をやめればいい問題ではない。鉱石輸出は現

地経済にとって重要。現地の鉱山労働者の組合をつくり、仲

介者である軍を通さず取引を行えるようにすることで、労働者

の所得の改善に繋がる。日本も規制の導入をしてほしい。」 

質問 2：講演での医師の指摘は、女性の権利についての

今の日本社会の状況を鑑みても意味のある指摘であると思う。

日本の法規制では、企業の責任は明記されていない。企業

の社会的責任（CSR）にジェンダーの問題も反映されるべき

であると思うが先生はどう考えるか。性暴力の背景に自分の

血を入れることによる支配というのもあるが、性器を傷つけるこ

とは人口をコントロールし、少数で利益を享受するために行わ

れているのか。 

ムクウェゲ医師：ご指摘の通り、武装勢力には、自分の血

を地域コミュニティに入れることにより、つながりを破壊し支配を

強化しようという意図もある。男女平等についてはコンゴにも

法律は存在するがその実効性が問題である。 

質問 3：国軍も紛争鉱物のビジネスに関わっていると聞く

が、武装勢力の問題を解決すれば性暴力を止められるかが

よく理解できない。 

質問 4：コンゴの武装勢力はビジネスをしているように感じ

る。紛争鉱物が武装勢力の活動を助長しているというより、

鉱物資源を得るために紛争を継続しているように思う。 

ムクウェゲ医師：武装勢力も国軍も住民を守るというよりビ

ジネスマンになっている。多国籍企業と国軍が癒着しているの

も問題で、製錬所が国外にあるためにトレーサビリティにも限

界がある。 



 

6.3 「コンゴの紛争資源から考えるビジネスと人権」フォローアップ・セミナー (2017 年 2 月 27 日、 

東京大学にて) 

 

＜パネリスト＞ 

田中滋 アジア太平洋資料センター理事 

永木みのり 法政大学大学院学生／NPO 難民支援協会インターン 

中野寛 朝日新聞国際報道部記者 

根本かおる 国連広報センター所長 

ジャン＝クロード・マスワナ 筑波大学准教授 

森口雄太 神戸市外国語大学学生／NPO 開発メディア記者 

山崎昌宏 電子情報技術産業協会（JEITA）国際部国際グループ長 

＜総括コメント＞ 

キハラハント愛 東京大学大学院総合文化研究科准教授 

＜モデレーター＞ 

華井和代 東京大学公共政策大学院特任助教 

米川正子 立教大学 特任准教授／コンゴの性暴力と紛争を考える会代表 

＜司会＞ 

増田明之 東京大学大学院工学系研究科 D2（GSDM 生） 

 

・開催概要  

GSDM は 2016 年度に、コンゴ民主共和国（コンゴ）東部

の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を考えるセミ

ナー・講演会を開催した。9 月 21 日には、コンゴ東部で医療

活動に取り組むデ二・ムクウェゲ医師の活動を描いたドキュメ

ンタリー映画『女を修理する男』（2015 年ベルギー制作）を

上映し、紛争手段としての性暴力の実態を理解した上で、日 

 

本企業による紛争鉱物調達調査の現状をとらえた。10 月 4

日には、ムクウェゲ医師を日本に招聘して講演会を開催し、

講演会自体のみならずメディアでの情報公開を通じて、日本

社会に問題を提起した。2 月 27 日のフォローアップ・セミナー

では、これらの上映会・講演会の成果として、ビジネス界、アカ

デミア、メディアにおいてどのような認識変化が生じたのか、各

界からパネリストを招いて検証し、今後の展望を議論した。 

 

＊＊＊ 

①開会あいさつ 

華井和代 東京大学公共政策大学院特任助教 

 開会に際して華井助教は、プロジェクトの概要とコンゴの現

状を説明した。1996 年に始まった 2 度のコンゴ紛争は公式

には 2003 年に終結したが、コンゴ東部での紛争状況は続

いており、この状況を理解する 2 つの鍵が、紛争資源問題と

大規模な性暴力の問題である。これらの問題に関わるアクタ

ーは複雑多様であり、解決のためには、国連・国際機関、

NGO、メディア、政府、企業、消費者といった多方向からの包 

 

 

 

括的な取り組みが必要である。今日のセミナーでは、私たちは

何をしていくべきかを議論したいと述べた。 

 

②基調報告 

米川正子 立教大学特任准教授／コンゴの性暴力と紛争

を考える会代表 

 米川准教授は、問題解決に尽力する動機を語った上で、

全国での『女を修理する男』上映会に参加した約3000人の

感想を抜粋し、一連の活動が日本社会に与えた影響を示し



 

た。一方で、「コンゴの実態はわかったが、自分たちが何をすべ

きかわからない」という声が多かったことを受け、本セミナーでそ

のヒントを示したいと述べた。続いて、2016 年末のコンゴの政

情を紹介し、その複雑さゆえに解決策を見出すことは容易で

はないが、議論を重ねてできることから始めていくことが重要と

訴えた。 

 

③パネルトーク 

根本かおる 国連広報センター所長 

 2000 年に国連安保理決議 1325 が採択されて、女性に

対する暴力が国際の平和と安全を揺るがす問題と認識され、

2009 年に事務総長特別代表が設置された。紛争鉱物の

問題は、「持続可能な開発目標（SDGs）」の目標 12「持

続可能な生産と消費」に関わっており、ジェンダーの問題は目

標 5、そして 17 の目標すべてに通じる問題と認識されている。

『女を修理する男』はこれらに深く関わっており、国連の最重

要課題の議論に繋がる作品に関われることを光栄に思う、と

述べた。  

 

永木みのり 法政大学大学院学生／NPO 難民支援協会

インターン 

 在日コンゴ・コミュニティと繋がりをもち、コンゴの性暴力と紛

争を考える会のメンバーとしてイベント運営に携わる永木氏か

らは、コンゴの人権と資源を研究するようになった経緯が語ら

れた。続いて、コンゴ難民の特徴が述べられた。首都では政

治的要因、東部では武装勢力による迫害が要因となって難

民が発生しているが、両者の共通項が性暴力である。ムクウ

ェゲ医師来日の影響として、SNS で人権擁護の情報発信を

する人々への効果、難民支援協会内の変化を挙げた。 

 

田中滋 アジア太平洋資料センター（PARC）理事 

 2010 年に導入された紛争鉱物規制をどう考えるか。武装

勢力の弱体化や、性暴力被害者が減少し始めたことを受け

て、規制には抑止効果があったと評価できる。一方で、いまだ

に被害者は存在しており、規制だけでは問題を解決できない。

それは、規制が無意味ということではない。規制が角石となり、

他の活動の余地が生まれ、予防効果が期待できるようになっ

た。鉱物に依存して生活してきた住民まで規制の対象とされ

てしまわないよう、コミュニティや人々に寄り添った調達を目指

していく必要がある。 

 

山崎昌宏 電子情報技術産業協会（JEITA）国際部国

際グループ長 

 日本では JEITA を中心に産業界が紛争鉱物問題に取り

組んでいる。一か国で対応できる問題ではないため、世界の

産業界と連携し、紛争フリー精錬所プログラム（CFSP）の

推進と普及を行っている。精錬所を特定するための統一書式

による調査法を紹介し、紛争鉱物調達調査が企業にとって

労力の大きいものであることを指摘した。また、JEITA は「責

任ある鉱物調達検討会」において『女を修理する男』の上映

会を実施した。山崎氏はその感想の一部を抜粋して産業界

での反響を述べた。 

 

中野寛 朝日新聞国際報道部記者 

 中野氏からは、日本でアフリカのニュースを伝えていくことの難

しさと、取材に取り組む思いが語られた。ムクウェゲ医師への取

材の際は、現地の実態と本人の活動を中心にインタビューし

たが、加えて、読者が属するコミュニティはどんな行動をとってお

り、自分はどうすればいいかまで伝えられなければ社会の動き

に繋がらない。今後は、企業の実態を冷静に報道することで、

消費者としてどのような取り組みができるかを伝えていく必要が

ある。 

 

森口雄太 神戸市外国語大学学生／NPO 開発メディア

記者 

 森口氏からは、途上国に特化した Web メディア「Ganas」

の説明と、『女を修理する男』上映会およびムクウェゲ医師来

日記事への反響の大きさが語られた。Ganas の主な読者層

が 20 代後半から 30 代前半の女性という、国際協力の担い

手となり得る人々である点に着目し、この層に情報を発信し

続けていくことが問題解決の礎になると訴えた。また、個人の

問題意識として、知っている人を増やす必要性をあげ、行動

に結びつくためにもまず知ってもらう必要があると主張した。 

 

ジャン＝クロード・マスワナ 筑波大学准教授 

 マスワナ准教授は、コンゴ東部で性暴力被害者救済に携

わるムクウェゲ医師の来日が、コンゴ人全体にとって実り多いも

のとなったと、感謝の意を示した。コンゴの現状を世界に伝え、

国際的な支援者の注目を集めていくことを医師に期待すると

ともに、日本とコンゴとの協力関係も多様なセクター間で進め

ていきたい。研究者同士、市民社会同士の連携が深まってい

くこと、企業の取り組みが企業のグローバルな責任（CGR）



 

へと広がっていくことに期待する。在外コンゴ人ネットワークにお

いては、積極的に SNS を活用して市民の認識を高め、インタ

ーネットで問題の状況の報告をより頻繁に行っていくことが重

要である。 

  

④パネルディスカッション  

 パネルディスカッションでは、トランプ大統領就任の影響や、

コンゴと日本の協力はこれからどうあるべきか、自分たちには何

ができるのかについて議論が行われた。 

 トランプ大統領就任に関しては、国連を中心とした多国間

主義そのものが脅威にさらされつつあり、国連の意義が試され

ることになる。女性保護という観点からは、難民の過半数は

女性であり、アメリカが果たしてきた役割は大きく、今後もその

重要性を訴えていく必要がある。紛争鉱物問題に関しては、

ドッド・フランク法 1502 条が廃止されたとしても、すぐに紛争

鉱物が取引されるようにはならないだろう。しかし、それに代わ

る規則は必要であり、紛争鉱物の責任を企業に求めるべきだ

という考え方が社会に広く認知されるかどうかが重要である。

現在はその瀬戸際にあり、法律の廃止はこの点に影響を及ぼ

しうる。コンゴと日本の協力については、研究者間、市民社会

間の連携の必要性が議論された。コンゴの紛争地域における

政治研究者は少ないが、援助には正しい知識が必要であり、

研究していくことが重要である。 

 

⑤質疑応答 

 質疑応答では、「紛争鉱物規制がなぜ女性暴力の解決に

役立つのか」「政府も加害者だとすると、その行為を止める活

動は内政干渉ではないか」「経済制裁で平和構築はできるの

か」「日本では Fairphone のような動きはあるのか」「問題の

核心は欧米諸国の植民地支配や多国籍企業ではないのか」

「被害者の声はどう生かされているのか」「経済合理性の観点

からの取り締まりを訴えることは可能か」「テレビという、情報量

は限られているが大多数の人に強い印象を与え、きっかけ作り

ができるメディアで、次に伝えていくべきことは何か」といった質

問に対して活発な議論が交わされた。 

最後に、マスワナ氏から、問題解決のためにコンゴ人は

日々闘っており、必要なのは外部からの支援であるという点が

強調された。また、コンゴ市民と寄り添った活動をしていくべき

であるという意見に対して、森口氏からは、信頼できる援助機

関への支援、意志あるお金の流れを作り出すことが重要であ

ると語られた。
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*** 

コンゴの性暴力と紛争を考える会（ASVCC）メンバー 

代表：米川正子 

副代表：華井和代 

アドバイザー：秋林こずえ 

 

学生メンバー  

研究リーダー：畑中昂淳  

 

運営チーム（立教大学生、明治大学生）： 

ホームページ：田中志歩、園田朗穂 

会計：井上美咲、園田朗穂 

メール：三上麗 

ソーシャルメディア：田代一樹 

ポスター・チラシ：井上皓介、伊東諒斗 

ポスター・チラシデザイン：園田朗穂 

Readyfor: 勝田翔一朗 

企画司会：山田一竹 
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