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人身取引
Sr. Rita Mascarenhas FMA - アジアにおける修
道女の反人身取引運動 (AMRAT)

神はわたしたちに、正義の業を行えと呼びか
けておられます。
「人よ、何が善であ
り、主が何をお前に
求めておられるか
は、お前に告げられ
ている。
正義を行い、慈しみ
を愛し、へりくだっ
て神と共に歩むこ
と、これである
ミカ 6:8

度々、わたしたちは正義について、良き知
らせ、福音の全体の部分としてよりも、小
分けした一部として見ています。
「主なるわたしは正義を愛す」－
61 : 8

イザヤ

正義は神がどんな方であるかを示す本質で
す。 この正義は、神に対する礼拝の行為で
す。 正義は礼拝の一形態です。
わたしたちは皆、主の祈りを「あなたのみ
国が来ますように、み旨が天に行われるよ
うに地にも行われますように」と祈ってい
ます。それなら、なぜ不正義と闘って地上
に天国をもたらさないのですか?
神はご自分を置き去りにされた者とみな
し、みなしごの父、やもめの保護者として
紹介されます。
( 詩編 68 : 6) 。彼は弱く、力の無い者の
擁護者でいらっしゃいます。彼はまた誰に

対しでも、特に疎外された人に対する犯罪
に対して容赦なさらない方です。 彼がどの
ような方だと知ってほしいのかは、そのま
れにしか見られないやり方で分かります。
彼は常に被害者の側に立ち、搾取の罪を犯
す者に敵対されます。
神は正義を重要視される方ですから、わた
したちの生活の中でも同じようにそれは優
先事項でなければなりません。わたしたち
が正義の働きに携わることができる方法の
一つは、わたしたちの世界で、何が起こっ
ているかを、もっと良く知ることです。
不正は人を傷つける、しかもひどく傷つけ
ます。ですから、これまで以上に世界中
で、何百万人もの人に影響を及ぼしている
野蛮で暴力的な犯罪である人身取引の問題
について、わたしたち自身を教育する必要
があるのです。

見る
今日、何らかの形での奴隷制のわなには
まった人の数は、概算4580万人にのぼり
ます。

人身売買に関する世界的な統計に
人身売買に関する世界的な統計には、以
下のものがあります
(www.enditmovement.com)

( www.globalslaveryindex.org ) 。3600
億ドル、または21 Lac crores INRは、イ
ンドにおける人身取引によって生じる推
定収益です(ノーベル平和賞受賞Kailash
Satyarthi - 強制労働の人身取引の背
後にある経済 - による ) 。このブラッ
ク・マネーはインドのGDPの５分の１に
相当する資本の腐敗を促進しています!

ØØ 奴隷制の犠牲者の5分の1近くが子供
です

ØØ 犠牲者の55 % は女性と少女です
ØØ 奴隷制度は167の国で行われていま
す

売春、ポルノグラフィー、セックスツー
リズム、強制結婚、搾取工場の仕事、乞
食、武装奉仕および移住者農業は今日、
明らかになっている人身取引の方法で
す。奴隷制度には多くの形や名前があり
ます。 しかし、奴隷制度の特徴は、犠
牲者への永続的暴力です。

それは巨額の収入と利益を生み出すとい
う理由で、人身取引が最も急速に拡大し
た犯罪であり、現在でも世界で2番目に
大きい違法な貿易となっています。
人間はセックス、労働、臓器のために人
身取引されています。
人身取引は、1人の人（人身売買業者）
が詐欺、欺瞞、強制または強要を使用し
て、自分の商業利益のために搾取する目
的で人（犠牲者）を誘導、募集し、かく
まい、あるいは輸送する場合に発生する
違法貿易です。搾取は、奴隷制、隷属、
または臓器の強制的な除去と同様に、身
体的搾取のあらゆる行為または性的搾
取、奴隷制または慣行のいずれかの形態
です。
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審査する
人身取引の問題はあまりにも巨大で抗し
がたいように見えるかもしれませんが、
その困難さの故に問題を無視したり無関
心になったりするという意味ではありま
せん。
第一のステップは、この問題をもっと認
識し、神の見解を理解することです。神
は次の聖句で彼の心を非常に明らかにし
ておられます:

2015年世界平和へのメッセージ : もは
や奴隷ではなく、兄弟姉妹です。
(4)
現代、過去のように奴隷制度は彼
あるいは彼女である人間が物のように扱
われた概念に根ざしています。罪が人間
の心を傷つけ、わたしたちを創造主と隣
人たちから遠ざけるようになればいつで
も、後者はもはや、人間性を共有する兄
弟姉妹のような同等の尊厳を備えた存在
ではなくなり、むしろ物体としてみなさ
れます。強制的か、物理的または精神的
な脅迫によるものであろうと、神のイメ
ージに似せて創られた人が自由を失い、
売却され、他者の財産になることになり
ます。彼らは目的物として扱われます。

「善を行うことを学び、裁きを
どこまでも実行して、搾取する者
を懲らし、孤児の権利を守り、や
もめの訴えを弁護せよ」 イザヤ
1 : 17
「主の霊がわたしの上におられ
る。貧しい人に福音を告げ知らせる
ために。主がわたしを遣わされたの
は、捕らわれている人に解放を、目
の見えない人に視力の回復を告げ、
圧迫されている人を自由にし、主の
恵みの年を告げるためである」
ルカ 4 : 18-19

2016年11月7日 – 第二回RENATE
(Religious in Europe Networking
against trsfficking and Exploitation
人身取引と搾取に対抗するヨーロッパの
修道女ネットワーク) の会合

「そこで王は答える『はっきり言っ
ておく。わたしの兄弟であるこの最も
小さい者の一人にしたのは、わたしに
してくれたことなのである』と」
マタイ 25 : 40

この最も厄介なものの一つは、人間の取
引であり、現代の奴隷制度であり、多く
の兄弟姉妹が神から与えられた尊厳に反
し、人道に対する犯罪です。この容易で
ない問題に取り組み、これほどまでに成
し遂げてきたことを認め、さらに公衆意
識のレベルを高めるとともに、政府、司
法機関、法執行当局、ソーシャルワーカ
ーによる、より良い協調努力が一層求め
られます。

教皇フランシスコはこの問題を深く認識
しており、このことについて幾つかの機
会に話されました。彼のメッセージのハ
イライトとして :
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あなた方がよくご存じのとおり、この支
援、教育、調整の仕事に対する課題の一
つは、ある種の無関心と、共犯でさえも
あり、多くの人が強力な経済的関心と犯
罪のネットワークの方へ注目する傾向が
あるということです( 福音の喜び, 211
参照) 。この理由で、わたしはあなた方
が、この社会悪の広がり、特に女性と子
供についての、公衆の意識化を高めるた
めになさった努力に感謝いたします。

織犯罪から人類を解放するというプロジ
ェクトと、国連との重要で決定的な相乗
効果に期待しています。わたしは193の
国連加盟国の代表者が満場一致で、新し
い持続可能な開発目標、特に目標8.7を
承認なさったことに感謝します。強制労
働を根絶するために即時かつ効果的な措
置を講じ、現代の奴隷制度と人身取引を
終了させ、児童兵士の募集と使用を含む
最悪の形態の児童虐待の禁止と排除を確
保し、2025年までにあらゆる形の児童労
働を全面的に 終わらせることです。こ
のような目標と目的は、現在、国連のす
べての加盟国にとって道徳的な責務であ
ると言えるでしょう」。

しかしなかでも、大変特別なやり方で、
犠牲者の回復とリハビリに取り組んでお
られる、慈しみの福音への忠実な証しに
感謝いたします。
この領域でのあなた方の活動「修道会、
とりわけ女子修道会が長年にわたり、
尊厳を侵され傷を抱えている人々を世話
してきた、数え切れないほどの無言の努
力」を思い起こさせます( 世界平和の日
5 参照)。わたしは特に、他の女性と子
供たちの癒しと社会復帰の深い個人的な
歩みのために、彼らに同伴しようとする
取り組みについて考えます。

2017年2月8日、聖バキータの祝日の教皇
謁見で
「今日、わたしたちは今年、特に子供と
青年たちに捧げられた、反人身取引意識
化を祈る日を祝います。わたしは様々な
方法で奴隷にされ、虐待されている未成
年者たちが、そのような迫害から彼らを
解放するのを手伝うように勧めます。わ
たしは政府の責任ある人々が、この社会
悪としっかり闘い、彼らの尊厳を奪われ
た、わたしたちの兄弟たちの最も小さな
人たちに声を与えてくれることを願って
います。わたしたちはこの恥ずべき、耐
えがたい犯罪を根絶するために、あらゆ
る努力をしなければなりません．．．わ

2016年6月3 – 4日の「人身取引と組織犯
罪に関する審査サミット」に向けた教皇
フランシスコの言葉
「．．．学会は人身取引、密輸、組織的
犯罪などを根絶させるための実際的な経
験と知恵を備えた裁判官と検察官を世界
中から集めました．．．自分の職業に責
任をとることは、政府や民間機関から、
そしてもちろん、組織的犯罪に特別に注
意を払っておられた、わたしの前任者
ヨハネ・パウロⅡ世が特に言及された罪
の構造からの圧力から自由であることを
自分自身、信じ宣言することを意味しま
す。この自由がなければ、国家の司法は
腐敗し、腐敗し続けていきます。」
「幸いなことに、この複雑で繊細な人間
とキリスト教徒のプロジェクトを実現す
るために、わたしたちの要請を受けて学
界が取り組んできた新しい奴隷制度と組
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たしは今日のお祝いに話をもどします。
今日は人身取引を意識し、それに反対し
て祈る日です、なぜなら、今日は聖ヨゼ
フィナ・バキータの祝日だからです( 彼
は彼女について書かれたリーフレットを
示します) 。この若い女性はアフリカで
奴隷にされ、搾取され、屈辱を受け、希

望を失うことなく移住者としてヨーロッ
パに来ました。ここで彼女は主の呼びか
けを聴き、修道女になりました。すべて
の移住者、難民、そして数え切れない多
くの搾取され、苦しんでいる人たちのた
めに聖ヨゼフィナ・パキータに祈りまし
ょう」。

行動する
人身取引は非常にリスクが低く、人身取引
業者に莫大な利益をもたらすので、今日、
人身取引業が繁栄しています。それを止め
る最強の方法は、犯罪者が告訴され、その
犯罪が釈明され、確実に責任を負うように
することです。

予防 : 情報の提供、学校や小教区での教
育、プログラム・研修会
ネットワーキング：わたしたちが知ってい
る情報の共有、他の修道会と共に ( 人身取
引に反対して闘う国際的修道生活の傘下の
TALITHA KUMの活動に加わる) 、この分野で
のエキスパートである他のグループやNGOs
と共に、たとえ警察と協力してでも働く．
．．

人身取引業者が有罪の判決を受ければ、そ
れは他の人身取引業者の間に、この犯罪は
処罰されずにはおかれないという強いメッ
セージを送ることになります。このような
犯罪に対して、より重い処罰や迅速な裁判
は、この犯罪を抑制し、好ましくない文化
の抑止に役立つはずです。

人身取引との闘いを助けるため、あなた方
ができる方法

人身取引との闘いには、主に以下の領域で
行われます :

誰でも人身取引との闘いに加わることがで
きます。ここでは 考えられる幾つかのアイ
ディアを示します。

擁護、祈り、政府との対話、仲介業、人身
取引問題に特に注意払うホテルや主要な組
織・団体を通して、法律によって人身取引
の被害者を守る努力など。

1

保護 : 犠牲者への支援として、同伴、安全
な ‘ 空間 ‘ 、場所を提供する
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人身取引の徴候を学ぶことで、人身
売買の被害者を特定するのに役立ちま
す。人身取引意識啓発トレーニング
は、個人、企業、ファーストレスポ
ンダー、法執行機関、教育者、連邦職
員、その他の人などが利用できます。

2

3
4

5

6
7

8

9

良心的で情報を持っている消費者で
あること。トマトの選別、衣服の縫製
など、児童労働や強制労働によって生
産されたか、労働省の商品リストをチ
ェックして、奴隷制度の足跡を見つけ
る。企業が供給元における人身取引の
調査と防止を行い、消費者意識化のた
めの情報を公表すること

の修道共同体あるいは修道会と協力し
て働くこと
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あなたの地域社会で、人身取引防止活
動のボランティア活動に志願し支援す
る
あなたの地方、国の政府代表者と会
い／あるいは書いて、あなたが人身取
引と闘うことに関心があることを伝
え、彼らがそれにどのように対処して
いるかを尋ねる
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人身取引に関する映画を見て、討論す
るための啓発イベントを開催する。た
とえば、現代にはどのような奴隷制度
があるか学ぶ;
セックスのための人
身取引についての事件の捜査文書に注
目する; 人身取引が世界の食糧供給チ
ェーンにどのように影響を与えている
かを見つける。同様にCNN ( アメリカ
のテレビ局) のFreedom Projectで、
世界中の人身取引の特定の形態につい
て、より多くの物語をチェックするこ
と
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仕事 : 仕事を提供する、研修生に、
技能訓練、その他、人身取引から逃れ
てきた人へ何かをできる仕事の機会を
与える
学生に : あなたのキャンパスで行動
を起こすこと。人身取引についての意
識を高め、地域社会全体で行動を起こ
すため、大学のクラブに加わるか、設
立する。人身取引の話題に関する研究
論文の一つを検討すること。大学のカ
リキュラムに人身取引を含めるよう要
請すること。
保健医療提供者へ : 人身取引の徴候
を特定し、被害者を支援する方法を学
ぶ。人身取引防止団体の支援を受け
て、人身取引の被害者に低額、または
無料のサービスを提供すること
ジャーナリストへ : メディアは人身
取引に関する認識を創り、公衆との対
話を導く上で、巨大な役割を果たしま
す
弁護士 : 人身取引の犠牲者に、特典
や特別なビザを求める人々のための支
援を含め、法律上に関するサービスを
提供します。

募金活動を組織し、収益を反人身取引
団体に寄付すること
人身取引を終わらせることは、気
の重い仕事ですが、わたしたちの
能力で、何かをすることができま
す。わたしたちは自分自身に尋ね
ます : わたしは何をしたでしょう
か? わたしは何をすることができ
ますか? わたしたちは共同体とし
て、何ができるでしょうか? この
問題を活動の最先端に置くことが
できますか? もはや、わたしたち
は黙っていることができません!

地元の学校の学生と提携し、彼らの
カリキュラムに現代の奴隷制度を入れ
る。両親、教育者、学校管理者とし
て、学齢期の子供たちがどのように人
身取引業者の標的であるかを認識させ
ること
十分な情報を持つこと。現在の人身取
引のニュースを入手するために、Web
の警報を受けられるように設定するこ
と。政府とインターネットのさまざま
な情報源から入手可能な一般的な意識
啓発資料に精通していること
犠牲者支援を助ける活動を提供した
り、あるいは人身取引への意識化を拡
げて、人身取引を阻止するために地元

翻訳者
Sr. Francisca, Hiroko Yanagi SSpS
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