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ノンフィクション｡7イタ.

小さな村で生まれた｡厳しい気候と急

にも続く山並の彼方にヒマラヤを望む

ネパールの少女チャンヌーは'幾重

してやろう｡いい給料がもらえるよ｣

｢カーマンズのカーペット工場を紹介

遠縁の男が持ちかけてきた話に乗った｡

の願いだった｡だから'12歳のあの日へ

それが'幼いチャンヌーのいちばん

お腹いっぱい食べてみたい

での堕胎が当た‑前に繰り返されてい

周囲では､望まぬ妊娠と危険な手段

50人の相手をさせられる｡寝る間も食
事も与えられないまま､100人を数

い部屋に閉じ込められ､一日平均40‑

の残る丸い頬が客の人気を呼んだo狭

安住の地となるはずだった保護施投から少女たちは次々逃げ出した｡夢見たのは'｢恋愛｣だったo

峻な地形が耕作を阻み､そこに生きる

その言葉に'これで貧しさから抜け

た｡HIVに感染し'骨と皮だけにな

んな地獄のような生活が5年続いたあ

‑0

人々は常に厳しい暮らしを強いられて

出せる'親を助けてあげられる'と期

り果てて'死んでいく女性もいた｡そ

しかし'連れて行かれた先はインド

る日'彼女はインド警察の摘発によっ

悲劇の少女

いたo中でもチャンヌーのl家は'最

待したのだ｡

てもらえず､幼い頃から家事や畑仕事

の売春宿だった｡男は'ネパールの少

える日もあった｡

貧層に属した｡彼女は小学校にもあげ
を手伝った.10歳になると旦雇い労働

ンヌーは'首都カトマンズにあるNG

そしてへネパールに送還されたチャ

て救出されたのだ｡

なめらかな褐色の肌と､あどけなさ

生業としていた｡

女をインドに供給することを'密かな
1日1食も口にできないよ

に出て家計を支えた｡しかし'いくら
働いてもう

うな生活だった｡

262

JJMJrY 2010

人ものネパール人少女がインドの売春

甘言に萌されて､今も年間7000

人公の1人として'2007年､﹃少女

ているのだろう.私はチャンヌーを主

どんな過去を背負い'今'何を思っ

殻で覆っているかのようだったのだ.

2007年夏､身入‑がいいという理

ぎでは立ちいかなくなったのだろう｡

た｡しかし'教育のない若い女性の稼

事に就き'1日の休みも取らずに働い

マイティから独立した｡庭の整備の仕

0﹃マイティ･ネパール﹄に保護され

宿に売られている.マイティは'そん

ことを少し理解できた気になっていた.

売買﹄という本を書いた｡そこで彼女の

こに出入りしていた客と関係を持ち'

由で小さな酒場を開いた｡そして､そ

‑ 0

な絶望の淵から少女たちを救い出し'

出会いから7年目の春だった｡突然'

た

社会復帰を助ける団体だ｡カウンセ‑

連れ去ろうとした｡

その男と共謀して'少女をインドへと

向こうから話しかけてきてくれたのだ｡
(筆者のこと)はなぜ'私

か?｣

れた｡

れ､チャンヌーはマイティに連れ戻さ

犯行は国境警察によって食い止めら

｢それは'あなたたちが大好きだから

たちに会いに来続けて‑れるのです

｢アンティ

ングや医療ケア､職業訓練を施し'心
身の健康が回復した段階で'親の元に
帰すことを主たる活動とする｡

1996年'取材をきっかけにマイ

ティの活動を知った私は'翌年'それ

パン﹄を立ち上げた｡少女たちの境遇

ってきた過去や胸の内に抱える苦しみ

この会話を機に'彼女は自分のたど

に激しい怒‑をぶつけた.それでも最

せず'頑なにロを閉ざしたままの彼女

ルに滞在していた私は'弁解も謝罪も

事件発生の一カ月ほど前からネパー

が身につまされ'ほとんど衝動的に始

を'少しずつ打ち明けて‑れるように

後は'｢どうかもう一度やり直して｡

だよ｣

めたことだったが'年2回の現地訪問

なった｡しかし'そんなチャンヌーが'

半年後'ここでまた会おうね｣と'そ

を支援するNGO﹃ラ‑グラス･ジャ

と経済支援活動は今も続いている｡

想像もしなかった形で転落する｡

た｡だが､このチャンヌーだけは'な

は私に信頼を寄せてくれるようになっ

ごしたい.精一杯働いて､貧しい親を

ない｡残された時間を家族と1緒に過

｢あとどれ‑らい生きられるかわから

供のように泣きじや‑‑'何度も額‑

｢ごめんなさい'ごめんなさい｣と子

の小さな身体を抱きしめた｡彼女は

現地訪問を続けるうちに､少女たち

にかに怒ってでもいるかのように眉根

ことで私の言葉に応えて‑れた｡

﹃少女売買﹄の記録は'ここで終わっ

助けたい｣
2005年冬'彼女はそういって'

に薮を寄せ'声をかけても強い視線を
向けるだけだった｡まるで全身を固い
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ていた｡

チャンヌーの涙を見たのは､出会っ
てから初めてのことだった｡マイティ

の少女たちは'社会に棄てられた寂し
さや将来への不安からよく泣‑｡しか
し気丈なチャンヌーは､決して人前で

は涙を見せなかった｡だから､自分の

犯した罪を心から悔いているのだと信
じられたのだ｡
だが'チャンヌーの物語は'そこで

終わったわけではなかった｡

逃亡
その後､チャンヌーは､マイティの

行方不明のチャンヌー

うことで'逮捕は免れた｡だが'血液

ちに犯罪に巻き込まれてしまったとい

た｡男に証かされ'知らず知らずのう

監視の下'療養生活を送ることになっ

た｡エイズを発症した彼女に対する､

ーが､逃亡を図るとは考えられなかっ

イティ以外にないことを知るチャンヌ

んの治療も施せない｡生きる場所はマ

しかし､チャンヌーは約束の期限が

憐情の情もあったようだ｡

れたのだ｡

検査の結果､エイズ発症の診断が下さ

年が明けへカトマンズには戻ってき

過ぎても帰らなかった｡

ることもな‑'静かに過ごしています｡

ているらしいとの噂が流れたが､姿を

｢チャンヌーは'部屋からほとんど出

以前のような元気はないのですが'治

マイティ代表のアヌラダさんからの

会し'朝から酒を岬るような暮らしを

得者層が暮らす町外れの一角で男と同

狭い街のことである｡やがて､低所

見せることはなかった｡

メールに'私は安堵していた｡だから､

しているらしいと'風の便りに聞こえ

るLt間蓮はあ‑ません｣

療もカウンセリングも素直に受けてい

彼女との再会の約束は'きっと果たさ

治療も受けず'不摂生な暮らしを続

てきた｡

ければ'彼女の残された時間は加速度

しかし､2008年春'ネパールを

れるものと信じていた｡

訪ねた私を待っていたのはへチャンヌ

的に削られていく｡それは'自殺にも

値する行為だった｡

ーが再び姿を消したという報告だった｡
マイティに保護されてから2カ月後へ

チャンヌーは'常にl目置かれる存

｢被害者自ら'人身士苫只の廃絶を訴え

在だった｡

グさんは'2週間の帰郷を許可した｡

るのが最も効果的です｡チャンヌーの

いたいと､里帰りを願い出た.アヌラ

年最大の祭ダサインを両親とともに祝

重い病を背負った娘に'貧しい親はな
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スピーチは'本当にすぼらしいのよ｣

アヌラダさんはそういって'彼女を

大舞台に同行させた｡2004年夏に
は､タイで開催された国際AIDs会
議に出席し､ネパールにおけるHIV

感染者の立場を訴えた｡2004年秋

っているのだから｣

ことになるか'あの娘はちゃんとわか

よ｡だって'薬を飲まなければどんな

ずつ自分のたどってきた過去を語って

に'3年の歳月をかけて'彼女は少し

それは私の思い込みに過ぎなかったの

てが込められていると信じた｡だが'

‑れた｡そのl語l語に'彼女のすべ

アヌラダさんの言葉に､チャンヌー
の覚悟を見たような気がした｡

だ｡

チャンヌーが12歳でインドに売られ'

売春を強要されていたことは事実に違

チャンヌーの闇
2009年8月'ネパールを訪れた

には'日本の市民団体がアヌラグさん
と彼女を招聴Lt四国､福岡'東京で

少女を使って金を稼ぎ'情夫と酒を酌

いない｡が､彼女はいつまでも隷属し

｢ずっと秘密にしていたことなんです

み交わす自由を与えられ､上手‑立ち

私は､チャンヌーの過去に関する新事

けど'実は私とチャンヌーは'救出さ

回れば自分の宿を開くこともできる立

講演会を開催した｡チャンヌーの言葉

れる直前まで'一時期'同じ売春宿に

場に成‑上がった｡その時点で､彼女

ていたわけではなく'ある時から幼い

を超える支援金が集まった｡彼女はマ

いたんです｡アンティは'チャンヌー

は被害者ではな‑'加害者となってい

実を知らされた｡

イティのエースとして'誰からも認め

もそこで無理や‑働かされていたと開

は聴衆の涙と感動を誘い'100万円

られる存在だった｡

いているでしょ‑

ギ‑タはこの事実を'10年以上も隠

そんなチャンヌーが'一転して軽蔑
の対象に堕ちたのだ｡マイティに戻っ

です｡本当は彼女､その店のマネージ

し通してきた｡アヌラダさんやマイテ

徹底して捜せば'居所を摘むことも

イティに保護されるとまずへ健康診断

インドから帰還した少女たちは､マ

てきたのだ｡

間でさえ語られることな‑､封印され

たのだ｡

てからの生活は'針のむしろの上にい

ャーをやっていたんです｡お金もずい

ィの仲間はもとより'チャンヌーとの
それは'マイティのスタッフとして

でも事実は違うん

るようなものだったに違いない｡

ぶん稼いでいたと思います｣

できただろう｡しかしマイティは､捜

索に積極的ではなかった｡

会いから7年目のあの日､チャンヌー

働くギ‑タという女性の話だった｡出

間分の薬しか持たせなかったの｡だか

は初めて心を開いて‑れた｡それを機

｢里帰‑する時'チャンヌーには2週

ら'きっと戻ってくると思っていたの

265 ｢少女売TJその後

包み隠さずすべてを告白する者は性と

聴取される｡‑'2度の聞き取‑で'

や売春宿での生活について'事細か‑

を受ける｡次に'人身売買された経緯

く歯が､ヤニで黄ばんでいるのだ｡

た｣と答える｡しかし'その口から覗

んでいましたが'私はや‑ませんでし

るとたいていの少女は､｢みんなは呑

呑んでいたか｣と問われるとする.す

例えば'｢売春宿で'酒やタバコを

‑して売春宿に売られ､5年も働かさ

ンヌーを美化していたのだと思う｡幼

私は'支援者という立場から'チャ

だから'あまり心配しないで｣

んどいない｡店で使っていた源氏名で

｢l旦'この世界に足を踏み入れたら'

もいる｡なぜなら､売春宿の経営者が'

し'支援者にとって望ましい自分を演

だから彼女たちは'不適切な過去を隠

煙は不良行為であるとして非難される｡

ネパールにおいて､女性の飲酒や喫

身を粉にして働き続ける健気な女性｡

貧しい親のために余命を生きようとう

ず仲間の手本とされるまでに立ち直‑'

れ'HIVに感染し'それでもくじけ

かった｡

ギ‑タのいうとおりなのかもしれな

通し'なかなか本名を名乗らない少女

外界の人間はすべて敵となる｡だから'

それが彼女のイメージだった｡けれど

それは'｢彼女にこうあってほしい｣

出する｡これから頼っていかねばなら

もっと劣悪な売春宿に転売されるのが

ない相手に嫌われてほならないと'精

という支援者側の願望だったのだo

警察やNGOが救って‑れるなんて嘘｡
おちだ｣

一杯'保身に努めるのだ｡

などと'恐怖心を植え付けているか

めに､カウンセ‑ングを繰‑返す.そ

マイティは'こうした洗脳を解‑た

見事に､これまでの10年余を演じきっ

身を守ろうとしたに違いない｡そして

17歳で救出されたチャンヌーも'純
然たる被害者を演じることで'自分の

記したもうひと‑の被害者アブサラも

ンヌーだけではないo﹃少女売買﹄に

マイティから逃げ出したのは'チャ

｢男が欲しい!｣

らだ｡

の過程で'少女たちはさまざまな思惑

たのだ｡

るよ‑ずっと強かです｡マイティにい

｢チャンヌーは'アンティが思ってい

を巡らす｡カウンセラーは敵か味方か｡

るのか｡そこが安全な場所であると確

るときにも'門番に高利でお金を貸し

14歳で売られた彼女は'売春宿で客
の子を身ごも‑'マイティに保護され

出していった｡

認できれば'彼女たちは次第に打ち明

ていたの.彼女は頑がいいから､どん

て間もな‑女児7‑シャを出産した｡

また'自由を求め'外の世界へと飛び

け始める｡それでもやはり､事実を少

なことをしてでも生き抜いてい‑はず｡

マイティは自分をどうしようとしてい

しだけ塗‑替えようとするのだ｡
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が､次第に母性が育まれていく.やが

1 7歳の母は'父親の知れない娘の誕生
に戸惑い､胸に抱くことさえ拒絶した
が'頑廃的な生活が改められない者が

り､立派に社会復帰している人もいる

し'心の支えとなるものを見出す｡店

‑は､生を希求するために環境に順応

図った‑する者もいる｡しかしその多

辛さのあまり精神を病んだり'自殺を

売春宿に売られた少女たちの中には'

てア‑シャの成長は'アブサラの生き

の男の身上調査をした結果､後者の部

少な‑ないのも事実だ｡マイティがこ

いちばんの売れっ子となることを'自

い.もちろん'麻薬iJきっぱり縁を切

がいとなっていったoそんなア‑シャ

類に属することがわかった｡

出会うO彼は､麻薬の注射針によって

2008年春'彼女はひとりの男と

委ねようとする彼女の浅はかさを'周

性を確かめる間もな‑､自分の一生を

婚の約束を交わしていた｡相手の人間

ふた‑はへ一カ月足らずのうちに結

えとなるのは'馴染みの客との恋愛だ｡

びとする者がいる｡しかし'最大の支

ったささやかな褒美をもらうことを喜

に従属し'肉料理やアクセサ‑‑とい

己肯定の手段とする者がいる｡経営者

を捨て'アブサラは男と出奔したのだ

HIVに感染した男性が運営する自助

囲は撃叩に諭した｡何より問題視され

った｡

グループのスタッフだった｡

害者は100人近くに上る｡そのうち

私がインタビューした人身売買の被
｢7‑シャを捨ててはいけない｡あな

る意思がなかったことだ｡

たのは'相手の男にア‑シャを引き取

マイティは'もっとも精力的にHI

v/AIDs問題に取‑組む団体とし

て､今やネパール全土に知られる存在

て‑れるお客さんです｡お土産をたく

｢恋人がいました｡私をいつも指名し

の何人かから'こん#111一口葉を聞いた｡

アブサラが最も信頼を寄せるナース

さん持ってきて‑れました｡彼が来て

たは彼女の母親なのだから｣

団休のスタッフが'アヌラダさんにア

が説得を重ねた｡しかし'アブサラは

である｡よって'同様の活動を行う他
ドバイスを求めるため'頻繁に訪ねて

‑れることが'いちばんの楽しみだっ

あり､相手の男は物体のようなものだ

体を開‑｡それは'性交という作業で

売春宿で女は'無数の男を相手に身

い浮かべながら抱かれました｣

た｡他のお客を取る時は､彼の顔を思

どんな1言葉も顧ねつけ'こう叫んだと
いう｡

｢私は男が欲しhI

ても結婚したいの!｣
しかなかった｡

その激しい剣幕に'ナースは諦める

だから'どうし

くる｡この男も'アヌラダさんに面会

に訪れた際'アブサラと出会ったのだ
った｡

麻薬使用が原因のHIV感染者には'

親の金で遊び呆け'その延長線上でつ
い誘惑に負けてしまったという輩が多

r少女禿7F｣その後
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ろう｡しかし､相手に好意を抱いたと

に逃げた男は'体調を崩した彼女を置

敷地内のクリニックの屋上に､隔離

き去りにしたらしい｡

マイティに保護された｡クルクルと動

病棟として建て増しされた一室がある｡

13歳でインドに売られた彼女は'チ
ャンヌーやギ‑タと同時期に救出され'

の行為は性交ではな‑'性愛となる｡

‑大きな瞳が印象的な活発な女性だっ

けられたものだ｡人の出入‑を防ぐた

感染率の高い型の結核患者のために設

き'物体は男と認識されうその相手と
そして心を伴う性愛には'肉体的な悦

ったが'聡明な努力家という性質は共

た｡物静かなチャンヌーとは対照的だ

マイティはうアブサラに安全な生活

びが生じることもあったはずだ｡

療も娘の養育も心配することはない｡

希望によ‑'6年の保護生活の後､マ

客相手の仕事をしたいという本人の

窓際に寄せて置かれたベッドに'彼女

めへ屋上に鉄製の螺旋階段が設えられ､

しかし引き換えに'よき母として羊の

いた｡自立を果たし'他の女性の手本

イティの援助で10坪ほどの雑貨店を開

通していた｡

ように生きることを望まれる｡それは

は横たわっていた.身体からは､脂肪

を与えたo施設にいれば'衣食住も治

彼女にとって'真の救済ではなかった

となってほしいという､アヌラダさん

も筋肉も徹底的に削がれ'かつての面

ニーサとの再会は'その病室だった｡

っていた｡

のだ｡

の期待の表れだった｡

それが病室に通じる唯一のルートとな

｢私は男が欲しい‑｣

時にのぞ‑白い前歯によってだった｡

確認できたのはへ大きな瞳と'笑った

影はなかった｡それがニーサであると
店を出して2年もしないうちに'客の

しかし彼女はへその期待を裏切った｡

男と駆け落ちしたのだ｡それから数年

アブサラのあの叫びに'彼女の求め
彼女の消息は今も知れないままだ｡

ていた救済の形があったのだと思う｡

間'彼女の行方は香として知れなかっ

｢そう｡私も会いたかった｡本当に久

いです｣

会いたいなぁと思っていたから'嬉し

｢窓から'アンティの声が聞こえたの｡

7‑シャはへ｢マ,,､‑｣という言葉を

た｡

のことだ｡当時'ニーサが暮らしてい

‑なってる気がします｡今度､ご飯'

｢あんま‑｡でも'少しずつ調子がよ

しぶ‑だね｡ご飯､食べられてる?｣

サ自身がそう望んだのだそうだ｡一緒

ィに運びこんで‑れたのだった｡ニー

た地域の住民が'瀕死の彼女をマイテ

消息がわかったのは'2006年秋

1切'ロにしないことで'母に捨てら

れた事実を受け止めているようだった｡

失われた未来
ニーサもまた､恋を心の支えとして
生きようと､行方を‑らました｡
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けれど'彼女は手料理をごちそうし

私'料理'得意なんですよ｣

作りますから'一緒に食べましょう｡

帰って‑ると思います｡あの娘には､

でも'この先ひどく体調を崩した時に

言っても聞‑耳を持たないでしょう｡

慢や努力を強いられるのか!

い‑･なのに'どうして私ばか‑が我

のも'好きでそうなったわけじゃな

｢売春宿で働いたのも'病気になった

チャンヌーに再び会えるのは､ニー

=
｣

でもいうのかIL

努力を重ねれば'幸せが約束されると

我慢や

て‑れないままうその数日後に逝って

他に頼るところなんてないはずだから

あの時のニーサの姿が､チャンヌー

サが最期の時を過ごしたあの場所なの

しまった｡

に重なる｡そして'チャンヌーの突堤
かもしれない｡

はなにも答えられない｡

チャンヌーにそう問われてもう私に

時'アヌラダさんがつぶやいていた言

‑のでしょう｡それが知れれば'他の

｢あの娘は'男を渡り歩いて生きてい

ろ‑｡けれどへひとつとして責めるこ

ばかりの生き方を恨めしく思うことだ

私はきっと'彼女が選んだ命を縮める

売春宿から救い出されても'一度'失

持つ夢も'健康さえも奪った｡いくら

人を好きになる自由も'幸せな家庭を

ら女性としての幸せのすべてを奪った｡

インドでの5年間は'チャンヌーか

女性たちの評判も落ちることになる｡

ともできず､ニーサの最期の時と同じ

ったものは取‑返せない｡彼女たちの

この想像が現実のものとなったとき､

相手の男にHIVを感染させるリスク

ょうに､たわいもない会話に終始する

人生は'もとには戻らないのだ｡

葉が思い出される｡

もあるOだから'無理にでも連れ戻す

に違いない｡
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べきなのでしょうが､今､彼女に何を
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分の病気を知らない彼女たちは'楽し

どもたちが26名'保護されている.自

ャのように'HIVに母子感染した子

マイティには､アブサラの娘ア‑シ

たくさんの諦めを胸の奥底に折‑たた

他ならない｡差別に晒され､死への不

った同じ道を歩いてS,くということに

ことは'チャンヌーやアブサラがたど

だが'彼女たちが大人になるという

に｣と'叶えられるはずもない願いを

っと子どものままでいられたらいいの

まってしまえばいいのにと思う｡｢ず

を願う一方で'彼女たちの時間だけ止

ができないでいる私は'健やかな成長

そんな未来に､確かな標を示すこと
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