
はじめに

	　人が物のように扱われ取引される人身取引は、

古代ローマの時代から奴隷貿易のような形をとっ

て行われてきた。それから奴隷貿易制度は禁止さ

れ、人身取引はなくなったと思われた。しかし、人、

物、金が世界をかけめぐる中で現在も、さまざま

な形で人の売り買いがされている。米国務省が

2012 年にした報告では、少なくとも 1230 万にも

の人が人身取引の被害に遭っている。そしてその

被害者の多くは女性や子どもなのである。

　今年 3 月、タイ北部にある、YMCA パヤオセン

ターという人身取引の危険から子どもたちを保護

する施設を訪問した。タイでは周辺の国々からの

タイへの出稼ぎや、タイから海外への出稼ぎなど

で人身取引の被害にあうといった問題を抱えてい

る国である。この施設を訪問し、実際に人身取引

の被害に遭い日本に滞在していたことがある被害

者の女性から話を聞く機会があった。そこで初め

て人身取引が遠い国だけの問題でないことに気づ

かされた。

　人身取引の被害に遭う主な原因は経済的な貧し

さと地理的の問題にあると考える。この論文では、

タイにおける人身取引の実態とそれに対する取り

組みについて私が実際にタイで見たこと聞いたこ

とを交えながら、人身取引をなくすためにできる

ことを考える。

　第 1 章では人身取引がどういったものなのかを

説明する。第 2 章ではタイでの人身取引の問題に

注目し、第 3 章では人身取引がされる原因につい

て論じる。第 4 章では人身取引の予防と被害者支

援を紹介し、第 5 章で人身取引をなくすためにす

るべき対策を考察する。

第 1 章　人身取引とは

　人身取引は別名ヒューマン・トラフィッキング

と呼ばれている。名前のとおり人間が強制労働・

性的搾取・臓器売買などさまざまな目的で、金銭

を対価として世界中で売買されている。現代社会

で人身取引は犯罪行為とされ、2000 年には「国際

的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足

する人身売買（とくに女性と子ども）を防止し抑

制し処罰するための議定書」（以下、人身取引議定

書）	が国際連合総会において採択された。

　人身取引議定書では第 3 条ではじめて人身取引

の 3 つの要素が明らかにされた。人身取引には「目

的・手段・行為」の 3 つの要素が存在する。人身

取引の「目的」は搾取だ。「搾取には、少なくとも、

他のものを売春させて搾取することその他の形態

の性的搾取、強制的な労働若しくは役務の提供、

奴隷化若しくはこれに類する行為、隷属又は臓器

の摘出を含める」（1）とされているのが搾取である。

　そして、他人から搾取するために使われるのが

「手段」である。搾取の手段は暴力や威嚇、強制、

誘拐などさまざまな手段が使われている。これら

の目的と手段を使い、人を募集し、運搬し、移送し、

売買する「行為」をさして人身取引と言われる。

　人身取引で買われた人は、性産業に就いたり家

事労働をさせられたりする。ほかにも養子や子ど

も兵、臓器売買など大人だけでなく子どもまでも

が人身取引の対象になっている。国内では働く場

が少ない農村から都市への人身取引が起こってい

る。しかし国内だけでなく国際的な人身取引も存

在している。国際的な人身取引は送出国・中継国・

受入国の 3 つの国に分類される。送出国は政情不

安や経済状況の変化、内戦や自然災害などさまざ

まな問題が背景にある。受入国には性産業や臓器
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売買、過酷な条件下での労働などの需要があり、

非合法な人身取引が成立するのである。送出国か

ら受入国へ向かう途中、いくつもの国を経由する

こともある。中継国を通るために偽装パスポート

を使用したり、家族や夫婦に成りすまして入国す

ることもある。入国は簡単に入手できる観光ビザが

利用され、合法的に入国する手段がよく使われる。

第2 章　タイにおける人身売買の実態

（1）	タイが抱える人身取引の問題

　タイでは、タイ周辺の国より比較的早く経済の

発展が始まった。その結果、タイ北部の国境を越

えて出稼ぎにやってくる移住労働者が多くみられ

るようになった。一方で、タイ自身も多くの移住

労働者を海外へ送り出してきた。

　1960 年代になると、タイ北部の貧困農村地帯出

身の女性がバンコクなどの大都市にある性産業に

売られるようになった。これが人身取引の発端と

なった。1980 年代後半から 1990 年代になると今

度はラオス・ミャンマー・中国の雲南省の少数民

族の少女たちが性産業に売られてくるようになっ

た（清末 36 頁）。

（2）	被害の例

　タイでは周辺国からタイ国内に出稼ぎに来て人

身取引の被害に遭う受入れ国としての面と、タイ

から外国へ出稼ぎに行き人身取引の被害に遭う送

出し国とのふたつの面を持っている。ここでは両

方の面で実際に会った人身取引の被害を紹介する。

・受入れ国としての被害例

　ラオスで家の農業を手伝っていた女性サーンさ

んは、7 年間タイで家事労働として人身取引をさ

れた。15 歳のとき、良い仕事があると誘いを受け

タイへ行くことを決めた。売られた先の家では朝

から晩まで、掃除や洗濯、食事の準備などをさせ

られた。外出は禁止、食事は 1 日に 1 回しか与え

られなかった。そのうえ暴力を振るわれたり、熱

湯をかけられたりと虐待も受けていた。7 年間休

みなく働かされたのもかかわらず、給料は一度も

支給されなかった。逃げ出すことが難しかった中、

タイに住んでいるおばさんと連絡を取ることがで

き、おばさんの助けをかりてラオスへ帰国するこ

とができた。

　被害者には中国の山岳少数民族出身の少女もい

る。メイもその一人だ。メイは 18 歳のとき、タ

イで家事労働の仕事があると紹介された。彼女は

人身取引の被害に遭った人の話を聞いたことがあ

り、この仕事に乗り気ではなかった。しかし友人

に一緒に行ってほしいとせがまれ渋々付き合うこ

とにした。中国からタイまでは車で移動した。何

度も乗り継ぎ 2 週間ほどかけてバンコクに到着し

た。家事労働として働きに来たメイだが、実際は

売春宿に売られていた。中国からタイへ移動する

費用がそのまま彼女の借金となり、その借金の返

済のために 1 日 3 〜 4 人の相手をさせられた。数

か月後には家事労働者として、養鶏と売春宿を経

営しているオーナーのもとに転売された。転売先

では掃除や洗濯、料理などをさせられていた。あ

る日店に警察が取り締まりにやってきた。その混

乱に紛れて逃げだすことに成功した。自由になり、

カラオケ店で仕事を始めたのだが、休日に買い物

をしているときに警察に職務質問され、逮捕され

た（2）。

・送出し国としての被害例

　私は実際に人身取引の被害の遭い、海外で働い

た経験のある女性からその時の話を聞くことがで

きた。これから紹介する体験談は 2015 年 3 月 24

日から 25 日にかけて YMCA パヤオセンターとそ

の付近の村で、タイ人帰国女性 3 名から聞いた体

験談である。

　N さんは 30 年前までシンガポールで働かされ

ていた。タイからシンガポールへはほかのタイ人

3 人とバスで移動したそうだ。初めのころはレス

トランでウェイトレスをしていたのだが、ある時

性的なサービスをさせられるようになった。驚い

たことに N さんは性的なサービスをさせられると

は聞かされてはなかった。つまり騙されて性産業

につかされたということだ。そのうえ自由に外出

することができなかったそうだ。タイへ帰国する

ことができたのは働き始めてからおよそ 3 年後

だった。職務質問をされてタイへ強制送還された。
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人身売買をなくすために何ができるか

帰国したころは両親の農業の手伝いをしていた。

現在は結婚し子どももいる。帰国女性を支援する

団体の力を借りながら、家畜を飼ったりミシンで

帽子を作ったりしながら収入を得ている。

　2 人目は P さん。P さんは 8 年ほど日本で性産

業に就いていた。日本に来るきっかけとなったの

は 17 歳の時だ。彼女は農村出身で、バンコクへ

出稼ぎに行っていた。ある時バンコクにいる知り

合いに「日本に行けばたくさんお金がもらえる」

と誘われ日本に働きに行くこととなった。ブロー

カーが作ったパスポートで成田空港へと降り立っ

たが、そこでパスポートを取り上げられた。空港

にはタイ人の男性が迎えに来ていた。日本に着い

てすぐ店で働かされた。知り合いからはレストラ

ンの仕事聞かされていたが、実際はタイ人の男女

が経営している売春宿であった。ここでは彼女の

ようなタイ人のほかにも台湾やフィリピン国籍の

女性も働いていた。ここではアパート一部屋に４

〜５人で暮らしていたが、来日当初は外出が禁止

されていた。時が経つにつれ外出が許可されるよ

うになったが店の関係者が見張りで付いてくるの

で行動の自由は保障されていなかったそうだ。体

調が悪くても休みなく働かされたが賃金は一銭も

もらえることはなかった。日本に来る費用＝ P さ

んの借金とされたからだ。たまに客からもらえる

チップだけが彼女の収入になっていた。店から暴

力をふるわれたり、知り合いと連絡を取ることす

らできず労働環境は劣悪であった。一緒に働く女

性たちと勉強していくうちに日本語を話せるよう

にもなったという。P さんはなかなかなくならな

い借金に耐えかねて別の店に逃げた。2 店目では

稼いだ金額の半分をもらうことができたそうだ。

その店で帰国するためのお金を貯めた。ある時常

連の日本人の客に本当のことを打ち明けると、タ

イへ帰る手助けをしてくれた。日本人男性は軽井

沢に部屋を借り帰国するまでの間住まわせてくれ

た。軽井沢に滞在しながら入国管理局の手続きを

し、19 年前に故郷に帰ってくることができた。帰

国したころは仕事がなく困っていたが、現在は田

んぼで米を自足しながらミシンでかばんを縫う内

職をしながら暮らしている。P さんは結婚し 2 人

の子どもがいるが、そのうち 1 人は手助けしてく

れた日本人との子どもである。日本人の父親は 3

か月ほど仕送りをしていたがそれ以来連絡が取れ

なくなってしまった。

　3 人目は 21 年間日本の性産業で働いていた N

さん。彼女は 26 歳のとき、住んでいた村の知り

合いに「日本で働けば大金がもらえる」と言われ

日本へやってきた。日本に着くとパスポートは取

り上げられた。N さんの就労場所はもちろん売春

宿であった。滞在中はヤクザに監禁され外出する

ことも実家と連絡を取ることもできなかった。窓

のない地下室に監禁され、彼女のほかに 22 人の

タイ人もいたそうだ。そのタイ人と一緒にテレビ

を見たりして日本語を勉強していた。仕事は 1 日

に 7 〜 8 人、多いときには 10 人の相手をさせら

れた。もちろん休みはなかった。休みなく働かさ

れた日々は苦痛でしかなかったと語っていた。休

みなく働いたにもかかわらず、稼いだお金はヤク

ザと店のオーナーのものになった。このような劣

悪な状況を常連のお客さんに話すと、アパートを

借りてくれ店から逃げることに成功した。しかし

外出中に警察に職務質問され入国管理局に連れて

行かれた。それからさまざまな手続きを経て帰国

することとなった。飛行機の搭乗前はなぜか手錠

をかけられていた。他の乗客が乗り終わり、最後

に N さんが乗った。飛行機の中でやっと手錠を外

してもらえたが、周りの乗客にじろじろ見られ、

人身取引の被害者であるのに犯罪者のような気分

だったと言っていた。日本にいた期間が長かった

ため帰国すると町並みも使われているお金も変

わっていたそうだ。長い間日本語で生活していた

せいでタイ語もスムーズに出てこなくて帰国当初

は苦労したと話していた。現在は地元で家内工業

に就いて生活している。帰国してから 6 年たつの

だが、日本にいたころヤクザに蹴られケガを負っ

た背中は今でも治療を続けている。帰国できたに

もかかわらず、人身取引は彼女の人生に大きな傷

跡を残している。

第 3 章　被害に遭う原因

（1）被害者の背景

　人身取引の被害を調べていると、被害に遭った
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人に共通することをいくつか発見した。経済的な

問題や地理的な問題の共通点である。経済的な問

題では、家の貧しさを改善するために娘を売った

り、さらに高い賃金を得ようとして人身取引され

るということである。

　また、被害女性は農村などから大都会に出てく

る場合がほとんどである。農村地帯では安定した

収入が十分に得られない。それに男子は農業の働

き手となるが、女子は力にならないと考えられ人

身取引で売られる傾向にある。

（2）地理的な特徴

　人身取引がおこる原因として政治や経済的な問

題をあげたが、被害に遭う原因は地理的な問題で

も引き起こされる。ここでは被害に遭う原因を地

理的な面から考える。

　お金をさらに多く稼ぎたいという理由で田舎か

ら都会へ出てきたり、海外へ出稼ぎに行ったりし

て人身取引されてしまうケースが多い。これは地

元では十分な収入が得られない、仕事がないとい

うことが原因であると考えられる。タイ北部のパ

ヤオ県を例にあげると、パヤオ県はタイ国内でも

貧しい県と言われている。また、人身取引が多く

行われる地域としても知られてきた。なぜパヤオ

県がこのようなことになっているのか、理由は簡

単だ。パヤオ県には目立った産業がないからだ。

目立った産業があればそれを売りにしてお金を稼

ぐことができるがそれができないパヤオ県では収

入が少ない。そのため職の多い都会、バンコクへ

出稼ぎに行き人身取引の被害に遭ってしまうのだ。

　もうひとつ、人身取引の被害に遭うリスクが高

くなる地域がある。それは先ほども例にあげたパ

ヤオ県やチェンマイ県、チェンライ県などの北部

は人身取引の被害に遭うリスクが高い人が多い。

なぜなら山岳地帯には山岳民族と言われるいくつ

かの少数民族が暮らしているからである。山岳民

族は独自の文化や言葉をもっておりタイ語が不自

由な人も多い。山岳地帯で焼畑農業をし、自給し

たり換金作物を作ったりして生計を立てているが

収入は不安定で貧しい家庭も多い。そんな山岳民

族は貧困や無国籍、教育などさまざまな問題を抱

えている。貧しさから都会へ出稼ぎに行くことや、

十分な教育を受けることができないために人身取

引の知識が不足していることが原因で被害に遭う

リスクが高くなってしまうのだ。

　私は今年 3 月にアカ族が暮らしている村を訪問

した。私が訪問したメータチャン村は、チェンラ

イ県メースアイ郡にある。この村は山や森に囲ま

れた高地に位置している。23 世帯の 130 人ほどが

暮らしている小さな村であった。村の近くの山肌

は焼け焦げていて、焼畑農業をしている様子がう

かがえた。自給用の米や家畜飼料のためのとうも

ろこし栽培などをして生活しているが、貧困家庭

も多く日雇いの仕事や都市への出稼ぎに行くこと

も増えている状況だ。やはりこの村も地理的な問

題から人身取引に遭遇するリスクが高いことが分

かった。しかしそれ以外にも原因を見つけた。そ

れは村の小さなコミュニティーである。彼らは皆

顔見知りで仲がよく、ひとつの大きな家族のよう

であった。お互い助け合い「善人ばかり」という

印象を受けた。周りを山や森で囲まれた小さな村

の中でしか生活していないがために強められた住

人同士の絆は、村のコミュニティーの外ではマイ

ナスに働いてしまうのだ。悪を疑うことを知らな

い村人なので「大都市で働けば稼げる」という誘

い文句になんの疑いもなく信じてしまうのだ。閉

鎖的なコミュニティーのため外部の情報がなかな

か入ってこない。また政府からの支援も受けにく

い。これが人身取引の知識不足を引き起こし被害

に遭いやすい状況をつくっていると考えた。

第 4 章　人身取引の問題への取り組み

　人身取引は被害者に大きな傷を残す重大な犯罪

である。人身取引が問題となっている今、この問

題のなくすために何をしているのだろうか。この

章では人身取引に対する取り組みを、国際的な取

り組み、タイ政府が行っている取り組み、そして

タイで民間人が行っている取り組みの 3 つに分け

て紹介する。

（1）国際的な取り組み

・国際連合

　20 世紀初頭になると人身売買を根絶するための
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人身売買をなくすために何ができるか

取り組みが国際的になされるようになり、国際連

合でいくつかの条約が採択された。

　2000 年 11 月に行われた国連総会では、「国際的

な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」（国際組

織犯罪防止条約）とともに「国際的な組織犯罪の

防止に関する国際連合条約を補足する人（特に女

性及び児童）の取引を防止し抑止し及び処罰する

ための議定書」（人身取引議定書）を採択した。人

身取引議定書は①女性や児童に特別の考慮を払い

つつ人身売買を防止し、戦うこと②被害者の人権

を十分し尊重し、保護し、援助すること③先の 2

つの目的を実現するために、締約国同士での協力

を促進することの 3 つの目的を達成するために、

人身売買の定義を明確にし、加害者処罰、被害者

保護、被害防止の 3 つの面から各国がとるべき対

策を規定した。2008 年 3 月の時点で 117 か国が

締結し発効している。

・国連麻薬犯罪事務所（UNODC）

　国連麻薬犯罪事務所は、薬物規制と薬物犯罪の

防止に加え、資金洗浄や人身売買などの組織犯罪

を防止するための活動を行っており、国連国際組

織犯罪防止条約や人身取引議定書の事務局である。

　UNODC は 1999 年 3 月に国連反人身取引グロー

バル・プログラムを開始し、人身取引に関するデー

タ収集や技術協力を行ってきた。2006 年 4 月には

「人身取引：グローバル・パターン」という人身取

引の犯罪に関する報告を公表した。2007 年 3 月に

は、人身取引と闘うための機関である「人身取引

に対するグローバル・イニシアティブ」（UN.

GIFT）への取り組みを表明した。UN.GIFT は目

標を達成するため、以下の 5 つの目的を掲げてい

る。①人身取引の問題に関する一般の人々の知識

を高めること②人身取引についての基本的知識を

増やすこと③政府、国際社会、NGO、企業、メディ

ア等既存及び新しい連携を強化すること④人身取

引を終わらせるための行動を支援するためにさま

ざまな資源を動員すること⑤国内、地域、国際レ

ベルで人身取引と闘うためのプロジェクトを実行

することを目的としている。

　

・国際移住機関（IOM）

　国際移住機関（IOM）では人身取引の対策とし

て広報や啓発活動、情報収集や国際協力の促進な

どを積極的に行っている。また、人身取引の防止

だけでなく被害者の帰国支援として、被害者が帰

国する際の移送にかかわる付き添いや、帰国後に

現地での生活に安全に戻るための支援や職業支援

などにも取り組んでいる。

・国際労働機関（ILO）

　すべての人々が平等に、安全に働くことができ

る労働基準作りや環境の整備に取り組んでいる

ILO では、人身取引が強制労働と密接な関係があ

ることに注目している。ILO の採択した「フィラ

デルフィア宣言」では誰も自己の尊厳を傷つける

ような働き方を強いられるべきでなく、労働は商

品ではないと述べている。さまざまな問題を抱え

る送出国に必要な技術協力を行ったり、良い条件

で働く機会と場を保障するため条約や宣言を採択

したりしている。

（2）タイ政府の取り組み

　人身取引という問題を抱えるタイであるが、政府

は積極的に人身取引をなくすために行動してきた。

　国際的な人身取引に関係するさまざまな条約に

批准している。それだけでなく、タイ国内の人身

取引に関する法律の整備にも取り組んでいる。な

かでも 1997 年に制定された「女性及び児童の人

身売買に関する保護及び禁止法」はタイにおいて

人身取引に関する中心的な法律となっている。こ

の法律で児童の定義が 18 歳未満のすべてのもの

とされた。そして、保護の対象は少女だけでなく

少年にまで広がった。違反者への罰則も厳しくさ

れた。また、この法律は被害者の保護にも言及し

ている。衣食住や医療の提供、自立し社会に再統

合するための能力や技術を得るための保護施設や

職業訓練の施設を提供することが定められた。こ

の法律制定と同時に刑法も改正され、加害者の重

罰化とともに国外の加害者も処罰できるように

なった（安部 79-81 頁）。

（3）民間の取り組み

　私はタイにある人身売買の被害に遭う危険から
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子どもや女性を守るための施設を訪問した。この

施設が人身売買に対してどのような活動をしてい

るか紹介する。

　タイ北部のパヤオ県にあるバンコク YMCA 財

団が運営する YMCA パヤオセンターでは、人身

取引および商業的性的搾取から守るための生活質

向上プログラムを行っている。パヤオ県の全 9 郡

と隣のチェンライ県メースアイ郡を活動の対象と

し、人身取引防止のための啓発活動や人身取引や

貧困などの問題を抱える子どもの保護、帰国女性

の支援などを行っている。

　人身取引の被害に遭うリスクが高い、あるいは

貧困で十分な教育が受けられないために保護され

た子どもたちが共同生活をしている。訪問当時は

9 歳から 16 歳までの 28 人の子どもたちが生活し

ていた。保護された子どもたちはアカ族やモン族

など少数民族の子どもたちがほとんどである。パ

ヤオセンターで共同生活の中で、ライフスキルト

レーニングを通して自立力の向上を目指している。

そのため掃除や洗濯など自分でできることは自分

たちですることになっている。敷地内の畑で野菜

を育てたり、きのこを栽培したりもしている。こ

うしてパヤオセンターを出た後、自らの力で生き

ていくための力をつけていくのである。もちろん

保護された子どもたちへの人身取引の予防もして

いる。子どもたちには人身取引だけでなく、職業

や性、HIV/AIDS についてテキストを用いて教え

ている。

　パヤオセンターには毎日村の女性がやってくる。

通ってくる女性たちはハンディクラフトを作る作

業をしに来ているのである。仕事がなく収入を得

られないために貧困になり、都市へ出稼ぎに行く。

そして人身取引の被害に遭う。これを解決するた

めに行われている取り組みだ。山岳民族の伝統の

刺繍を施したかばんやポーチなどの小物を制作し

販売している。村の女性たちが作った小物が売れ

ると、その利益が女性たちの収入になる。こうす

ることで女性たちは仕事と生活するためのお金を

得ることができるようになるのだ。

　この他にも村の人たちへの職業支援が行われて

いる。それがきのこ栽培だ。小さな袋に土や養分、

きのこの種を混ぜキノコを栽培するためのもとを

作る講習会を行っている。村の人たちはパヤオセ

ンターに集まりこの作業を習う。そして習った技

術を家で実践し、きのこを作っている。作ったき

のこは自分たちの食料にし、余った分は市場で売

る。こうしてきのこ栽培は、住民が収入を得るた

めの重要な手段になっている。

　パヤオセンターのスタッフはパヤオセンターの

外でも活動している。それが人身取引を予防する

ための啓発活動である。人身取引の被害に遭いや

すいと言われる山岳民族の村を実際に訪問し、人

身取引についての知識を教えている。また、村の

女性にはハンディクラフトの刺繍を依頼している。

パヤオセンターに通ってくる女性と同じように村

で刺繍をして小物を作る作業をしている。こうし

て収入を得ることで山岳民族が抱える貧困の問題

を改善している。安定した収入を得るための職業

訓練をすることで人身取引に巻き込まれないよう

にしているのだ。

　人身取引の被害に遭った女性への支援も重要な

取り組みのひとつである。さらなる収入を得るた

めに海外へ出稼ぎに行った女性が帰国する。故郷

に戻ってきても職がなければ収入も得られず、ま

た海外への出稼ぎへと同じことを繰り返すことに

なる。それを防止するために職業支援を行ってい

る。人身売買の体験談を話してくれた N さんも支

援をしてもらっている一人だ。現在は家で帽子を

作る内職をしているが、その帽子を縫うためのミ

シンを提供してもらっている。職業訓練だけでな

く心のケアにも力を入れており、人身取引の予防

だけでなく再発防止の対策もしているのだ。

第 5 章　人身取引をなくすために何をす
べきか

　これまで実際に遭った人身取引の被害と人身取

引が起こる原因を紹介し、それに対するさまざま

な対策を見てきた。

　しかし人身取引は現在も行われている。人身取

引は経済的な問題や地理的な問題などさまざまな

ことが原因で起こっているということがわかった。

この章では、人身取引の被害をなくすためにすべ

き取り組みを、経済的な問題と地理的な問題の 2
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人身売買をなくすために何ができるか

つの面から考える。

　まず経済的な問題に対する取り組みとしては、

貧しい農村地帯に住む人たちの安定した収入の確

保が重要であると考える。そのために YMCA パ

ヤオセンターが行っているようなハンディクラフ

トの作成を依頼し、雇用を作り出す。そして商品

を日本で販売する。フェアトレードを行うことで

仕事と収入を得られるようになる。また、販売先

では商品を購入し人身取引の問題にふれることに

なる。こうしてこの問題をより多くの人に広める

ことで、現地の人だけでなく私たちも一緒に人身

取引をなくすために動くことができるのだ。

　地理的な問題に対しては、山岳地帯に住む少数

民族が人身取引に巻き込まれないようにするため

に、まず人身取引についての知識を得ることが重

要だと考える。閉鎖的なコミュニティーが引き起

こす人身取引の知識不足を解消すれば、安易に人

を信じ、性産業に就かされてしまうことは防げる

と考えた。そこで必要なことは人身取引を予防す

るための啓発活動を行うことである。人身取引が

どのようなものなのか、現在何が起きているのか

を知らせる必要がある。それから人身取引に巻き

込まれないようにするために、自分自身をどうやっ

て守るのかを一緒に考える必要がある。

　それに加えて、閉鎖的なコミュニティーをなる

べく解放的にすべきである。村の外の世界の人た

ちと関わることも必要だ。ひとつの村だけで人身

取引の講義などをするのではなく、複数の村の住

人を集めて行うことで情報交換や交流の場が生ま

れる。これが簡単にブローカーに騙されることを

防ぐひとつの策になるはずだ。

第 6 章　おわりに

　人身取引の被害に遭う人たちにはさまざまな原

因があることが分かった。また、人身取引が遠い

国で起こっていて日本は無関係だと思っていたが、

実際は日本も大きく関わっているということを

知った。被害女性の体験談は衝撃的なことばかり

だった。そしてこの事実を日本人にも知ってもら

いたいと思った。

　現在も人身取引を減らすために小さなところか

ら大きなところまでさまざまな人たちが努力をし

ている。被害に遭うリスクが高い人もそうでない

人もまずは人身取引について知識を得ることが大

切だと思う。特に少数民族への人身取引の予防の

ための啓発活動に力をいれ、被害に遭う人が減っ

ていくことを願っている。
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