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なぜ女性の人身売買は無くならないのか？
― 国際的差別の実態から考える ―

外国語学部　国際文化交流学科　4年

西本 千洸

　発展途上国において、「女の子だから」という理由

で平等に扱ってもらえない国がある。先進国であっ

ても、女性の活躍はまだまだ十分とは言えない。政

治を見ても、企業の管理職を見ても、男性と平等で

あるとは言えないだろう。

　ここでは、「人身売買」をテーマに女性が差別的立

ち位置にある実態を見ていく。国内だけでなく、出

稼ぎ先での人身売買について考えていく。次に、世

界的に女性の人身売買がどのような位置づけになっ

ているのかを見ていく。その中で、どうやって意識

改革がされてきたか少し歴史に触れて考える。最後

に今後何を意識しどのように取り組んでいくべきか

を見る。

　多様性を受け入れていく社会になりつつある現在、

今一度女性の置かれている状況を見直し、更なる改

善に努めたい。

第一章　女性が置かれている現状
	 （人身売買において）

１．世界の人身売買の実態（数字で見る）

　そもそも「人身売買」とはどのような状況を指す

のか。私たちが身近に感じられないように、そのほ

とんどが明るみに出ない環境でひっそりと行われて

いる。そのため、正確な数字で表すのは困難である。

ユニセフによると、「2012年から2014年の間に、世

界106カ国で6万3,251人の人身売買被害者が確認され

た。人身売買の被害者の多くは、女性（成人女性お

よび女の子）であり、2014年に世界85カ国確認され

た1万7,752人の被害者のうち、およそ71％ 1を女性が

占めていた。国連薬物犯罪事務所（UNODC）が2003

年に人身売買のデータ収集を開始して以来、主な被

害者は女性だという傾向は変わっていない（被害者

の中で女性の占める割合は、2004年は84％、2014年

は71%）」 と言われている。一方で、「世界でおよそ

2,100万人が人身取引の犠牲となっていると推定され

ており、その約半分がアジア地域に集中していると

言われます（2014年）」 2 とworld vision は述べている。

人身「売買」なのか、人身「取引」なのかという定義

の違いなどにより数値は異なるため、ここでは両者

を比較しないが、人身売買が今なお起こり続けてい

る現状には変わらない。世界労働機関（ILO）による

と、「強制労働を強いられている女の子と女性の99％

は、商業性産業で働かされている」 3 という現状もあ

る。現代の奴隷制とも言うべき人身売買の実態を検

証していく。

　また、「誰が人身売買の被害者なのか、移住労働

の意志を持つ者もしくは移住先の就労が売春などを

事前に知っていたら人身売買の被害者ではないのか、

などと人身売買の被害者を認定する際にその主体性

が問われる」（齋藤，2012，p.93）と述べているように、

人身売買の被害者を定義することは容易ではない。

ここでは、本人に労働の意思があった場合も、労働

環境・労働条件などが彼女たちの人権搾取であると

考え、人身売買の被害者として定義することにする。

２．世界各国での女性人身売買

　人身売買において女性が被害を受けることに地域

差はあるのだろうか。ここでは、人身売買の被害の

半数以上がアジアであるという観点から、アジアの

中でも東南アジア諸国に焦点を当てる。今回事例を

検証するのは、ネパール、カンボジアである。

　ネパールでは、被害に遭った女性は家族や社会か

1 ユニセフHP https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_act04_06.html　参照。
2 world vision Japan https://www.worldvision.jp>sp_index参照。
3 世界労働機関（ILO）https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 参照。
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ら排除される傾向にある。「人身売買によって連れ

て行かれた先で性暴力を受けたり、買春宿で性的搾

取に遭い、最も傷つくのは女性や少女たち自身であ

る。しかし、彼女たちが罪を犯したわけではないに

もかかわらず、「汚れた存在」として貶められる。ネ

パールにおける女性の自殺に関する調査報告による

と、人身売買の被害が女性に与える社会的スティグ

マは極めて大きく、自殺要因のひとつとして挙げら

れている」（田中，2017，p.24）と述べている。ネパー

ルに限られたことではないかも知れないが、本来寄

り添い守り合う存在であるはずの家族でさえも彼女

たちを見放す。家族の一員が人身売買の被害にあっ

たことで、社会から見下されると考えるからである。

しかし家族のために働くことを決意したにも関わら

ず、騙され被害を受けた女性たちに対して誰が味方

になってくれるというのだろうか。伝統的価値観を

持つ社会が人身売買の被害者に対して理解を持ち、

彼女たちを保護しなければこの現状を変えることは

困難であろう。

　次にカンボジアの人身売買被害者の貧困と社会構

造について見ていく。島﨑（2018，p.97-99）は、次の

ように述べている。

カンボジアにおける女性・女児の人身売買には、

幾重にもわたる複雑な強者による弱者の支配、弱

者の強者に対する従属という関係が浮かび上がっ

てきた。それは、絶えずより弱い立場におかれる

人びとをつくり出し、その結果、「斡旋人」の背後

にある人身売買市場へと呑み込まれていった。（中

略）被害者らは不安定な就業状況から最低限の生

活を支えるための現金収入が不足するといった日

常的な極貧状態におかれていた。（中略）彼女たち

は技術をもっておらず、読み書きが困難な場合も

多いため、職を求めた移住先では、日雇いや路上

での荷引き、路上でのゴミの回収などが生活の手

段となった。生活は想定されていたよりも厳しく、

不安定な状況におかれた。国境地域に移住した世

帯らは衣食住をはじめ、現金収入がなければ生活

を送ることができない。技術のない低所得労働者、

とりわけ最貧困層の出稼ぎ者らは農村に残る家族

への送金をする余裕もなく、送金を期待していた

農村で待つ家族も生活費のために借金を重ねてい

る。（中略）「経済的貧困」と「相対的貧困」のみな

らず、カンボジアの社会的および文化的な文脈の

なかで差別や偏見を招く「重層的諸要因」が強く

影響し合いながら、貧困状況に拍車をかけていた。

それこそが集落内、世帯内での従属関係、ジェン

ダー要因など無意識のなかで、社会的構造内に上

／下、強者／弱者、支配／従属といった構造を生

んでいるのである。こうした構造のなかで人権剥

奪状況が加速され、「人身売買」という究極の人権

剥奪が生み出されるのである。

　カンボジアでは、人身売買と貧困が密接に関係し

あっている。貧困世帯に対しての差別などによって、

抜け出せない階層社会を作り上げることで、貧困世

帯はお金を求めてまた人を売買することを続ける。

社会の成り立ちから貧困まで幅広い分野で改善して

いかなければならない。

３．外国人女性を対象にした日本での人身売買　

　次に、日本で起こった人身売買を見ていく。中でも、

外国人女性を対象にした国際的な差別の実態につい

て考える。国際的人身売買の中で、アジア女性の強

制売春問題が日本で問題と認識されるまでを見てい

く。これはあくまで歴史上に起こった事実ではある

が、私たち日本人も差別の加害者であったことを受

け止めなければならない。齋藤（2012，p.93-94）は以

下のように述べている。

　タイから日本への入国者は1970年代から流入して

いたが、1980年代後半から徐々に増加した。（中略）

中でも、1992年、1993年は在留期間を超過して日本

に滞在するタイ国籍の不法残留者は急増し、前年ま

で上位を占めていたフィリピン国籍、韓国国籍に代

わってタイ国籍が44,354名（1992年）、55,383名（1993

年）でトップとなった（法務省）。この時期になぜタ

イ人女性の超過滞在者数が急増したのか。後にこの
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時期に日本に入国したタイ人女性たちの日本での経

験を聞き取りした先行研究などによれば、多くの女

性たちは次のような状況に置かれていたことがわ

かった。日本入国前に、「日本に行けばよい収入にな

る仕事がある」と勧誘し、旅行手続きを代行する業者

が存在していたこと、女性たちは家族（シングルマ

ザーも複数）のため、また自分の希望を実現させるた

めの収入を得ることを希望し、日本渡航の誘いの乗っ

たこと、「観光ビザ」で日本に到着した途端、パスポー

トは取り上げられ「借金」返済のために客に性サービ

スを提供することを強要されたこと、「借金」期間中

は管理状態に置かれ、高いストレスを抱えていたこ

と、この「借金」額は300万円から500万円と高額で

「借金」をめぐるトラブルが雇用者側とタイ人女性側

の間に発生しがちであること、などである（Caouette 

＆Saito 1999, Human Rights Watch 2000）。

　このような女性たちが超過滞在せざるを得なかっ

た理由は、本人たちの意志によるものではなく、彼

女たちを管理する側がパスポートを取り上げ、自由

を拘束していたために超過滞在となってしまったの

である。（中略）人身売買で自由を拘束されていた期

間は、「借金」額を「返済」するか、誰かが肩代わりし

て払うか、警察や出入国管理官らの摘発などによっ

て終了する。

　過去には、不法就労と見なされていたのは人身売

買の被害者であった。しかし、2000年に国連が国際

組織犯罪防止条約に付帯する人身取引議定書におい

て、人身取引（人身売買）は犯罪であることを明記し

たことにより、被害者側が守られるべき存在である

という共通認識が普及した。またこれは差別認識の

誕生であるとも言える。

第二章　女性の人身売買の位置付け

１．女性の人身売買は善か悪か

　ここからは、女性の人身売買を様々な角度から考

えていく。なぜ女性は売られる立場にあるのか。な

ぜ女性を買う人々、団体は存在し続けるのか。なぜ

女性の需要は無くならないのか。果たして女性の人

身売買は善なのか悪なのかを考え、はたまたどのよ

うにこの問題にアプローチし解決していくのか検討

したい。

　人身売買を考える際、人権剝奪であるこの問題を

善とみなす者はまずいないだろう。であるにも関わ

らず人身売買が無くならない理由には、多くの要因

が考えられる。そのうちの一つに、貧困という大き

な問題がある。彼女たちやその家族の生活がかかっ

ており、生きていくためにはどうしてもお金が必要

になる。実際に自分が売られると分かっていながら

自らがその場に出向くこともあるだろうが、多くは

知らされずに辛い環境に身を投じさせられる。「女の

子たちは性的暴行を受け、HIV/エイズなどの性感染

症の危険にさらされ、虐待され、世間から切り離され、

脅されます。脱出は困難です。売られてきた女の子

たちは知り合いもお金も身分証明書もなく、読み書

きさえ出来ない場合が多いのです」（ヒューマンライ

ツ・ナウ，2016，p.157）と述べているように、教育

をまともに受けさせてもらえない女の子が家計のた

めに働かされている。貧困は様々な国際問題におい

て解決すべきである。中でも人身売買においては密

接に関わっている。貧困問題には多くの要因、背景

が付随するためすぐに解決が出来ることではないが、

取り組み続けるべき課題である。

　一方女性が売られる立場にあるのは、社会的に弱

いと考えられているからである。人権が誕生し身分

制度から全人類が解放されてきた歴史があるが、「「人

権」があると言われながら、女性や黒人、貧困層など

多くの人びとは依然として権利が保障されない状態

におかれていました。「人間には人権がある」と宣言

されても、実際、その「人間」にあてはまるのは、富

裕で健常な白人男性でしかない、という事態が広

がっていたのです」（ヒューマンライツ・ナウ，2009，

p.43-44）と述べているように、本来女性は人権が保障

される対象でなかったという背景が関係していると

言える。今日では女性の権利を主張したり、平等に

扱ってもらえたりする社会になってきているが、伝
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統を重視する地域社会ではこれまでの社会制度を根

強く残す傾向にある。そういった社会に対して伝統

を変化させるのは難しい。残すべき伝統、変えてい

かなければならない伝統を見極め、当事者たちの意

思で社会の在り方を変えていくことが求められる。

　また、彼女たちの需要があることも大きな理由の

一つである。「国際労働機関（ILO）によれば、世界

の性風俗産業は伸びており、年間990億ドルもの違法

な収益を上げているのです。（中略）未成年者との性

的行為が違法であっても、男性客が逮捕されたり起

訴されたりすることはめったにありません」（ヒュー

マンライツ・ナウ，2016，p.157）というように、法

の施行がされておらず人身売買4 の被害が公に罪とな

らないことをいいことに、性産業が拡大をしている。

商品として扱われる彼女たちは、まるで人ではない

かのように使い捨てにされるのである。

　人身売買の被害にあった女性たちは、被害後にも

様々な困難に直面する。日本に移住労働として人身

売買に遭った女性たちが帰国してからの課題を、齋

藤（2012，p.94）は以下のように述べている。

人身売買の被害に帰国した女性たちが直面する主

な課題は以下の4点がある。第1に、経済的な側面

である。人身売買後の一時的就労によって、本国

家族に送金しても、家族に浪費され、蓄財されて

いないこともあった。第2に社会的な排除である。

帰郷した時の女性たちの経済力が家族の期待とか

け離れたものであるとき、家族から排他的態度を

とられることが多々あった。また地域社会も、女

性たちの経済力がある間は表面的には賞賛するが、

経済力が低下すると、女性たちに対して見下した

態度を取ることも少なくなかった。第3に心身の健

康である。経済的な力や社会的な受容がない時に

自己肯定感が低くなる。そのほかHIV/AIDSなどの

感染症に罹る場合もあった。第4に子ども（日タイ

児）の養育に関することである。女性たちの中には、

日本滞在中もしくは帰国後に日本人男性との間に

子どもを出産した経験をもつ人が少なくない。そ

の場合、養育の経済的負担、子の認知や国籍の課題、

子ども自身のアイデンティティの模索など、さま

ざまな課題を含んでいる。

　このように、女性たちは帰国すれば元の生活に戻

れる訳ではない。心身ともに正常のまま帰国出来る

女性の方が少ない中で、帰国してからのフォローが

無ければ、彼女たちは生きていく気力を失うだろう。

2．現在の意識改革

　国際的に女性差別に関心を抱き、取り組むように

なったのは、第二次世界大戦後のことである。大野

（2017，p.86）は、「女性に対する暴力」に対して、以

下のようにまとめている。

1949年条約5	採択後、traffic	in	personsをめぐる議論

は一時鈍化するが、「国連婦人の10年」をはじめと

した1970年代から始まる女性の人権に関する世界

的な運動の中で、それは再び国際的な関心事とな

る。特に1990年代に登場した「女性に対する暴力」

概念を思想的背景に、国連機関や女性差別撤廃委

員会、国内外のNGOや各国政府が児童と女性を対

象にしたtraffic	in	womenに関心を寄せた。1975年

第一回メキシコ世界女性会議では、女性と子ども

の搾取を予防するためにtraffic	in	womenが議論さ

れ、1979年に採択された女性差別撤廃条約ではあ

らゆる形態の女子の売買及び売春による搾取を禁

止する条項が盛り込まれた。さらにこの問題をめ

ぐる議論をより発展させたのが1993年世界人権会

議で採択された「女性に対する暴力撤廃宣言」と

1995年第四回北京世界女性会議であった。

　上記のように国際的に女性差別への関心が高まる

中で、日本（日本人）の意識はどのように変化してき

たのだろうか。「日本において人身取引は、外国籍

（東・東南アジア諸国）女性の強制売春が典型的事例

4 ここでは性的目的での人身売買を指す。
5 人身売買および他人による売春からの搾取禁止に関する条約のことである。締約国数82カ国であり、日本は1958年締結した。（大野，2017，p.88）
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と考えられてきた。長年政府は女性たちの苦境を彼

女らの個人的問題として介入することはなく、むし

ろ不法就労問題として扱う傾向にあった。（中略）

　2004年に加害者訴追・被害者保護・予防からなる

「人身取引対策行動計画」を策定し、外国籍女性たち

が直面した問題を性的搾取目的での人身取引として

認定するという政策転換が行われた。この人身取引

対策により、女性たちは不法就労での「入管法違反

者」ではなく「人身取引の被害者」として保護され

ることになった」（大野，2017，p.90）というように、

近年ようやく人身売買への理解が進んできたと言え

る。差別に関する法律が未だに制定されていない日

本では、「差別」に対する意識や関心が希薄であるよ

うに感じる。先進国の中でも男女平等が進んでいる

とは言えない。実際にジェンダー不平等指数6 では、

160か国中22位である（2017年）7 。今後も世界的に差

別に取り組む姿勢が助長される中、我々日本人も他

人事ではいられない。日本では身近に感じられない

問題であるからこそ、自主的に情報をつかみ解決へ

と参画していかなければならない。

第三章　今後必要な取り組み

１．被害を受けた女性たちの立ち直り

　人身売買の被害を受けた女性たちを支援する機関

は多くなってきている。ここでは三つの機関を例に

挙げる。まずは認定NPO法人かものはしプロジェク

トである。このNPOでは、カンボジアで「買う側」と

「売る側」の両方に働きかけることにより、社会全体

へのアプローチをしている。内容は以下の通りである。

１．警察支援：子どもを買う人を逮捕する

　犯罪を犯した人が捕まるという当たり前のこと

が、カンボジアでは当たり前ではありませんでし

た。そこで、警察官が加害者をきちんと取り締る

ことができるようにするため、カンボジア政府や

他の国際機関と協力して、警察官に研修を提供し

ました。

2．コミュニティファクトリー経営：

 大人に仕事を、子どもに教育を

　売られてしまった子どもの多くは、貧しい農村

の出身です。カンボジアで、雑貨や鞄をつくる工

房を経営し、女性たちを雇用しました。安定した

収入を得た家族は、子どもを出稼ぎに出さずに済

むようになり、子どもが学校に通えるようになり

ました。

　次に、ネパールの人身売買と少女売春をなくすた

めに支援活動に取り組むNGOマイティ・ネパール

である。マイティ・ネパールの報告によると、「1993

年設立以来、極貧の状態にある女性などを対象に、

支援活動を開始しました。（中略）人身売買ルートと

される、インドとの国境地域での活動に重点をおい

ています」と述べられている。闇ルートとも言われ

る国境付近の活動は、表沙汰にされない人身売買の

被害を減らしている。またマイティ・ネパールでは、

救援のための「トランジット・ホーム」という施設

を提供している。「インドから救出された少女たち

に、一時的な避難所を提供しています。滞在期間は

2 ヶ月を限度とし、常に30名の保護が可能です。救

出された少女には、インタビュー、メディカルチェッ

ク、カウンセリングを施し、安全な方法で故郷へと

送り届けます。また、警察と連携し、少女を連れ去

ろうとした売買あっせん業者の逮捕にも力を注いで

います」

　上記2つの機関は、人身売買の経験に苦しむ人々

を救いたい、減らしたいという思いで、支援できる

場を設立した。同じような目的で、人身売買を経験

した女性が設立したNGOがある。NGO「アシェシッ

プ」だ。人身売買の被害者であったカンボジアの女

性、ソマリー・マムさんが1996年に設立したもので

ある。

6 国家の人間開発の達成が男女の不平等によってどの程度妨げられているかを明らかにするもの。（妊産婦死亡率、国会議員の女性割合、中等
教育以上の教育を受けた人の割合（男女別）等）。

7 内閣府男女共同参画局HPを参照。
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　「アシェシップは、人身売買や性的搾取の被害に

あった少女や女性を救出し、職業訓練の機会を提供

し、自立して暮していく手助けをすることを目的と

するNGOです。（中略）ソマリーさんは少女たちの

ために裁判支援も行っています。（中略）カンボジア

では、女性の処女性が非常に重んじられており、性

的被害を受けた少女や女性は女性としてだめになっ

てしまったという偏見にさらされます。このため、

性産業で働く女性に対しての差別意識は非常に根強

く、彼女たちを助けようとするソマリーさんに軽蔑

のまなざしが向けられることさえあります。このよ

うな伝統的価値観が根強く残る社会では、人身売買

や性的搾取の加害者を起訴することは非常にむずか

しいのです」（ヒューマンライツ・ナウ，2009，p.81-82）

と述べている。実際に人身売買を経験した立場だか

らこそ、被害者たちは心を開きやすく相談もしやす

いのではないだろうか。見放されてしまうかもしれ

ない家族と代わって、彼女たちの心の拠り所になる

はずだ。

　同じ境遇を歩んできた仲間の存在は、被害女性た

ちの勇気となり生きる希望となる。「これまで誰に

も相談することのできなかった自分の経験や問題

をNGOの自助グループ活動などで相談することに

より、「同じ境遇にいる人だからこそわかりあえる」

という一体感と仲間意識をもつようになっていった。

これまで同じ境遇におかれた他者の存在を知り得な

かった人びとが、自分と同じ仲間の存在を知ること

により、当事者同士の支えあいやグループ意識に

よって連帯感を感じ、新しいコミュニティを形成す

る姿がみえてくる。そこではピラミッド型の階層コ

ミュニティに代わって、コミュニティ内のメンバー

同士が支え合う水平的なコミュニティが作り出され

ていった」（島﨑，2018，p.121）と述べているように、

支援されるだけでなく、自分自身も支援する立場に

なれる自助グループ活動は彼女たちを大きく立ち直

らせる。さらに実体験の恐怖を知っているからこそ、

人身売買を撲滅させたいという思いも強いことだろ

う。さらに、島﨑（2018，p.121-123）は以下のよう

に述べている。

「支援を受ける側」から「支援を提供する側」へと

変化するプロセスには、当事者同士が集まる「場」

の形成が重要な要素となっている。また問題の当

事者であるという意識が芽生え、当事者だから

こそ相手のことがわかるという意識が働き始め

る。それは当初、支援を受ける側にいた当事者が

グループを引っ張っていき、支援を提供する側に

まわっていくなどの動きから見えてくる。（中略）

当事者同士の関係性が相互のケアを通じて変化

し、それがいっそう、相互扶助意識の強いコミュ

ニティ形成へとつながっていくのである。（中略）

さらに脆弱者らが自らの活動の場を拡大していく

ことは、集落内に公共性を回復することにつなが

る。公共性の回復とは、脆弱者と外部者を排除し

がちな権威主義的なコミュニティ、つまり「脆弱

者」をつくりだすような社会構造を組み直してい

くことを意味する。これは、社会関係の一部の変

化に始まり、社会全体の変化を導きうることを示

唆している。個人の間の変化だけでなく、社会全

体にも影響をもたらすような社会的な動きへと変

化してくるのである。

2．日本で出来る取り組み

　日本でも人身売買撲滅に対して様々なアプローチ

ができる。内閣府男女共同参画局は、「女性に対する

暴力をなくす運動として、女性に対する暴力根絶の

シンボルであるパープルリボンにちなんで、東京ス

カイツリーなどを紫にライトアップする、パープル・

ライトアップを実施しています。パープル・ライト

アップには、女性に対するあらゆる暴力の根絶を広

く呼びかけるとともに、被害者に対して、「ひとりで

悩まず、まずは相談をしてください。」というメッセー

ジが込められています」という紫リボン活動の取り組

みへの参画を促している。この活動を日本中で行い、

紫にライトアップされたものを見て、人々が「なぜ

紫なんだろう？」という疑問を抱けば、女性に対する

暴力をなくす運動の存在が、人々の身近なものへと

変わっていくはずである。小さな積み重ねで女性差
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別への関心をさらに高めていくことができるだろう。

　また、トイチュ（2016，p.156）は以下のキャンペー

ンを紹介している。これは、人身売買が発生してい

る国だけでなく、日本も対象である。

　「女性に対する暴力根絶のための団結」は、人々の

意識向上を図り、国を動かそうという国連のキャン

ペーンです。この活動は以下の項目を掲げています。

　● 法の施行

　● 連携の取れた活動計画

　● データ収集能力の向上

　● 社会の意識向上

　● 戦争下での性的暴力への取り組み

　人身売買が減少傾向にない国だけでは、上記の取

り組みを行うことは難しいかもしれない。そうした

国々に援助することも、日本の責務であると考える。

3．私たちはどのような意識を持つべきか

　これまで人身売買の現状から女性差別撤廃の歴史

まで、多方面から人身売買についてみてきた。日本

では、あまり身近に感じることのできない「人身売

買」という問題に対して、まずは関心を持ちそれが問

題であると真摯に受け止めることが大切である。「売

買」の中で人権を剝奪し、心身ともに傷つけられた

女性たちに対する罪の大きさや重さは計り知れない。

にも関わらず、「法制度は偏っているものが多く、加

害者よりも被害者が責められます」（トイチュ，2016，

p.156）と述べているように、加害者に対して正当な

対処がされていないことが多いのが現状である。法

の整備は、被害者たちの報いにもなるはずだ。国際

的な法整備を行う必要がある。

　また、情報化社会である現在、世界中の人々が情

報の発信力を持つ。人々が興味を抱き、「人身売買撲

滅」に対して賞賛の声を上げれば、取り組みに対す

る力が大きくなる。そこで注意しなければならない

のは、人身売買の実態の本質を正しく理解すること

である。問題とはわかっていても、偏見を持ったり、

間違った解釈をしてしまったりすると、その誤った

情報がさらに拡散する。必要のない支援へとつなが

ることもあるだろう。

　この人身売買という問題は、実際に起こっている

現地の人々もその状況を正確に理解しなければなら

ない。すなわち現地の人々が抱きがちな、被害にあっ

た女性たちへの否定的な考えをなくすことが重要と

なる。人身売買が社会に根付く地域では、歴史的な

考え方を大切にしている場合が多い。そうした中で、

どのように社会を変化させていくか。どうやって被

害者が立ち直れるように身近な社会から支援してい

くか。NGOなどに頼るのではなく、現地の人々も問

題意識を持ち行動していかなければならない。

最後に、この人身売買という問題には、男性の協力

も必要不可欠である。女性だけの社会というものは

この世に存在しない。社会に対して変化を起こすた

めには、男性からも支援を受けて周りに伝えていか

なければ、社会全体としての変化は難しい。被害に

遭う女性だけがこの問題に立ち向かう必要はない。

世界中の人々全員が、自分のこととして捉え向き合

わなければならないのである。
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