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はじめに

　私の心の中にある画廊には十二人の女性の肖像がある。顔が著しい特徴のある

ものもあるが、他の顔はぼんやりしている。最初は、ほっそりした体で、丸みの

ない顔のハリヤーナー州（〝神の住むところ〟の意で、『バガヴァド・ギーター』

の中でクリシュナ神が教えを説き、『マハーバーラタ』が著された場所）メワト

地方のマイムーンである。それからふたごの肖像画があり、一対として吊るして

いるハリアー・キー・ガルヒ村のグディヤーとヤショダである。彼女たちの近く

には三つの白紙の額縁がある。フマ、カシュヤピ、ファリダ・フィルダウスの三

人である。私はたくさんの宝飾品と花で飾られた彼女たち、若い女性の結婚写真

を見ただけであった。どのように努力しても、その白紙の額縁を埋めることがで

きない。

　少し移動したところに、しかし同じ列にヌズハトがいる。彼女はたくさんの威

厳のある聴衆の前で、彼女の姉のダウリー（新婦の両親が新郎の家族に金品を贈

ること。違法とされるが、広く行われている）が原因による死亡（ダウリー死）

を証言した。

　ディルシャドーと彼女の妹サイイダ・スルターンの額縁が同じ列にかかってい

る。二人は私の姉の顔と私の顔を思い出させるのであるが、私は理由を言うこと

ができない。ラリタ・オラオンと呼ばれる額には顔がない。私が彼女に会ったこ

とがないからである。もし会っていれば、彼女はラーンチー（新しい州のジャー

ルカンド州の州都）で実際に会った彼女の母親カルミーの若いときのように見え

たかもしれない。
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　わがジャハーン・アーラーの額縁には新たに糊をつけて堅くした縮んだドゥ

パッター（女性用の長いスカーフ）のようなしわがある老女の顔がある。彼女の

誇り高い物腰は、特に、灰色がかった緑色の目は、私の母親を思い出させた。

　サジョーニーの肖像画は、どうしたわけか、全身を描いている。新聞も彼女の

写真を発表していないし、私も彼女に会いにビハール州のドウムカ県に行ってい

ない。私は二十代の中頃の背の高い、手足がたくましい女性、サンタルという名

で彼女を知っていた。彼女は私の画廊で顔のない体で立っている。

　ベーラーは彼女の額縁の中で目立っている。青白いぴんと張った肌のやせた骨

ばった顔と、言葉でよりももっと多くを表す目をしている。そして最後に三人組、

私がカーダムバリー、シャーイスター、ジュヒーと呼ぶ三人の若い女教師がくる。

これらの名前で満足してほしい。本当の名前をおぼえていない。

　本書に集めたストリーはこのような女性たちについてである。私が、「インド

の女性のための委員会」（National Commission for Women）の委員として 1997―

2000年の私の任期の間に、彼女たちのほとんどについて私が事件として扱った

ものである。村、タールーカ（郡〔州の下位区分で、徴税のために数か村を一括

したもの〕）、市、県など、私たちがいることを求められる事件が起こったところ

へどこにでも旅行する間に、彼女たちに会った。私は私たちの力が及ぶことを、

時々、及ばないこともあるが、しようとして現場に急いだ。私たちに与えられた

公式の権限は、暴力を根絶やしにするように、組織的・体系的な変化をもたらす

ことであった。しかし私たちは個々の事件を闘うのに終始した。組織的に変化を

もたらすことは気の長い話なので、私自身は生来苦しんでいる人たちを直接的に

救済するのに向いている。

　

　2000年に私の任期を終えてから 5年が経過した。振り返ってみると、いかに

多くのものが 36ヶ月の中に詰まっていたか、いかに多くの苦痛や暴力が詰まっ

ていたか、いかに私が希望と欲求不満、絶望と決断の間を揺れたかに感心する。

この文章を書いていても、私の在任期間が不思議にも服役刑のようだと実感する。

刑務所の外には私がのんきな、ぼんやりと 50年生きた世界があった。その世界は、
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私にだけ見えるこの新しい世界、内部の世界に飛び込んだときに私の目の前から

遠のいた。このコレクションの中の八つのストリーはこの「他の」世界で私が会っ

た女性たちについて、彼女たちの闘いについて、ほんの少し私自身について書い

たものである。

　当時を思い出すたびに、私のスクリーンには何百という顔が出てきて、それぞ

れが私の注意を求め、彼女のストリーを話すように要求している。彼女のストリー

を話す。それは、なぜ？  彼女の事件を訴えるために？   正義を届けるため？   それ

とも両方？    そう、両方。しかし、委員としての私の 3年間に、私の戸口に現わ

れる女性たちに正義を届けることができたのだろうか。政府の職務を有する者は、

私の叫ぶ声に注意をカチリと合わせただろうか。上首尾に終った事件は、片方の

手の指で数えるしかない。だが私はその他の女性たちのために、多くの他の女性

たちのために正義を求め続けるつもりだ。国家の公的記録の中に紛れこんで紛失

してしまわないように、彼女たちのストリーを話さなければならない。そうすれ

ば人々がベンチのそばで聞くことができるし、人々の記憶から消されない。

　

　私の最初の主役は 18歳のマイムーンである。ハリヤーナー州メワト地方、現

在の新しいヌウ県出身の美しい若い女性である。私がマイムーンに初めて会った

のは、彼女と夫イドリスが神経質そうに私たちの事務所に入ってきたときである。

マイムーンは村の悪者一味にレイプされ、首からへそまで切り裂かれ、その場に

放置された。しかしそのことで二人が私たちのところへやってきたのではなかっ

た。私たちが探りを入れ、話すように説得したので、自分についての話をしたの

だった。驚いたことに、二人はビラドリー（同じカースト仲間）に暴力をふるわ

れ、責め苦を与えられたことについては不満を言っていなかったのである。彼ら

は愛し、大胆にも、自分たちの意志で結婚したからである。このようなことでは

なく、何か他のことであった。女性たちが女、母、姉妹、妻、娘であるというだ

けの理由で、暴力を日常生活の一部として受け入れていることに驚いたのはだい

ぶたってからであった。私が話すすべての女性の生活には、桁はずれの耐痛限界

に満ちていた。
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　グディヤーとヤショダの事件は地元の新聞で彼女たちについて読んだマトゥ

ラー（インド北部ウッタル・プラデーシュ州西部の市。クリシュナ神誕生地とし

てヒンドゥー教の聖地。アーグラーから北西に 58キロの地）の友だち、スワラ

ジラタを通じて私たちのところに入ってきた。犯罪が起こったハリアー・キー・

ガルヒ村はマトゥラーから車で一時間のところにある。暴力を受けた三人の女性

はその話をした。背が高く、色白で、ぱっちりとした目をしたグディヤー、小さ

な体格で、恥ずかしがりやのヤショダ、二人の義理の母親プレムヴァティの三人

であった。私は質問をするのが難しがった。レイプされた状況を詳細に話してく

れるようにたのむのは、のぞき魔（いやらしいことやスキャンダラスなことを好

んで追い求めるのぞき趣味の人）のようであった。結局、一連の事件が明らかに

なり、私は彼女たちから聞いたありのままの事実から、グディヤーとヤショダの

物語を再現してみた。事実は実録小説になった。私はグディヤーの身になり、あ

えて彼女にたずねることができなかった質問については全部私が彼女の身になっ

て考えてみた。しかし、だれもが満足するようにグディヤーの物語を終ることが

できなかった。復讐のためにレイプをされた後で二人の姉妹はどうなったのだろ

うか。レイプされ、けなされた義理の母親はどうなったのだろうか。私が彼女た

ちに会ったのは一回限りであったが、そのときに、妻がレイプされ人前で恥をか

かされたことで、夫がストレスに悩まされていると話をしていた。

　高い所から女性たちを「監視」し、食い入るように彼女たちを見つめるラヤ警

察署の警察官の姿が私の脳裏を去らなかった。私はウッタル・プラデーシュ州の

最高位の高官に事件をきちんと調査をするよう要求する厳しい手紙を書いた。ま

た NGO（非政府組織）に家族のカウンセリングのために仲間を派遣してくれる

ように申し入れた。州から満足な返事は何も返ってこなかった。数ヶ月後にウッ

タル・プラデーシュ州を訪れた際に、州で未解決の事件の問題について持ち出し

たところ、2週間以内に必ず返事をする、そして、将来は「インドの女性のため

の委員会」（NCW）にはたった 6週間で返答をすると私に確約した。しかし、事

件について一言も聞くことはなかった。実を言うと、私もあきらめてしまったの

である。あまりにも多くの暴力事件があり、一つの事件だけを追跡する充分な時

間がなかったからである。私が事件の現場を訪れ、高い所に作ったマチャーン（監
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視台。トラ狩り用の展望台）から警察署の警官がレイプを受けた被害者の女性た

ちを監視するのをやめさせたこと以外は、彼女たちを他に救済できなかったこと

を後悔している。

　私のレーシャムプラ（絹町）の話はチャムパ・ベーンから話を聞いたのが事の

起こりであった。彼女はマディヤ・プラデーシュ州の旧犯罪部族（犯罪部族の指

定を 1951年に解除されたコミュニティー）を扱っている仕事の関係で数回ほど

会ったことがあるサルボダヤ（共同体の経済的・社会的向上を目指すインドの運

動）のボランティアであった。彼女はベーディアー部族やバンチャーダ部族の女

性たちの間で働いていた。これらの部族の女性たちは、伝統的な性労働者（売春

婦）であり、自分たちの共同体の中で一家の稼ぎ手であった。

　チャンパ・ベーンがパタリア村で計画したこのような部族の少女たちの集団結

婚式に参列したことがあった。ベーディアー部族の少女たちのための寄宿舎のあ

る学校、アビュダイ・アーシュラム（発展修道所）について話してくれたのは彼

女だった。マディヤ・プラデーシュ州の社会福祉局から助成金を得て学校を経

営している前ベーディアー部族のラーム・スネーヒーを紹介してくれたのも彼女

だった。それから数週間後には私はモレナのアーシュラムの学校にいた。しわに

なったドーティ（インドの男性の腰布。足首丈の布を股の間で引き上げる）を身

につけた、顔に疲労を浮かべた老人、ラーム・スネーヒーは、私が知っている他

の学校経営者とはまったくちがっていた。彼は謙虚な態度で話してくれた。

　「マダム、金がないのです。州は私が仕事に打ち込んでいることに敬意を示し

てくれないのです。この学校にいる少女たちがニーマチ・マンダサウル（マディア・

プラデーシュ州の都市）の幹線道路にあるダーバー（沿道にある簡易食堂。トラッ

クの運転手などが利用する）に行き、トラック運転手たちと性交することになる

のをさける方法が他にあるでしょうか」

　私はモレナに行く前に社会福祉局の局長に話をしていたが、デリー（インド北

部の連邦直轄地。インドの首都であり中央政府直轄区ニューデリーがある）に帰っ

てからまた彼に話をした。

　ラーム・スネーヒーの話の後に続くジャンノー（ジャハーン・アーラー）の話
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は、まったく偶然に一致していた。そして、モネカからグワーリオール（マディ

ヤ・プラデーシュ州北部の古く巨大な要塞で有名な街。アーグラーから列車で 2

～ 3時間のところ）へ帰る途中で突然遭遇したものである。老女は小じわのよっ

た顔で暗闇の中で私をみつめる緑の目の持ち主だった。彼女のような話を私は今

まで聞いたことがなかった。ベーディアー部族の少女の人生、この場合はジャハー

ン・アーラーの人生の物語だった。結局、私が彼女のためにできることはなにも

なかった。彼女の人生はほとんど終りかけていた。数年で彼女は埋葬されること

になり、13歳から 19歳の年齢の少女がいない村、レーシャムプラのジャハーン・

アーラーと彼女の墓を示す石が置かれることになる。レーシャム（絹）が紡がれ

るところであるが、機で絹糸を織る前に、糸は切り刻まれ、くずとして処分され

るのである。

　

　ラリタ・オラオンの話は、パリで性的虐待を加えられた部族の少女として大評

判のニュースとなった。伝えられるところでは犯罪者は彼女の雇用者、フランス

に配属されたインドの外交官であった。ジャールカンド州ラーンチーのテレビ局

の一団がラリタの母親のカルミーと弟アルヴィスを取材して放送した。私はラリ

タに一度も会ったことがないし、彼女の写真を見たこともないが、彼女の母親と

弟には会った。ラーンチーのあるビハール州全体で、少女たちは雇い主から搾取

され、召使として、しばしば性的奴隷の代役として、はるかかなたの場所まで不

正取引されている。私の調査を助けてくれていたのは、ボランティアグループの

女性たちで、二人の若いジャーナリストのダヤマニ・ブルラとヴァサヴィ、「ナー

リー・ダースター・ヴィローディー」（女性の奴隷化反対）運動をしていた退職

した教師、マランチュ・ゴシュであった。人々は一日中、私に会いに来た。私が

呼んだ人たちもいたが、他の人たちは自分で来た。そうした人たちからこつこつ

収集したあらゆる情報を集め、報告書を書くためにデリーに帰ってきた。

　そして、私は報告書を書いた。だが、その報告書は、日の目を見ることがなかっ

た。あとかたもなく消えてしまったのである。いったいどうしたのか、真相を知

ろうとした。しかし、初めは何も知らなかった私は、報告書を発表する記者会見

はいつ開かれるのか、とたずねるほど純真であった。そうした問いに返事を得る
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ことはなかった。いかに真実が封じられてしまうかを自分の経験から学んだ。支

配体制がそうしたことを完全に忘れ去り、罪を許してしまうのである。しかし私

は官職を辞する勇気がなかった。ラーンチーの友だちを失望させたことを恥じた。

しばらくすると、彼女たちは何があったのかたずねるのをやめた。電話でも彼女

たちは私の当惑を感じとっていた。そして、ラリタは、ラリタはどうなったのだ

ろうか。それは私が二度と知ることがないことだった。彼女は報道から消え、一

般の人々の記憶から去っていった。本書の「リリー・ラクラー」の話は、彼女を

よみがえらせ、彼女が経験した暴力についてもう一度考えてみようとする私の最

後の試みである。

　

　フマ・ファルザナ、カシュヤピ、ファリダ・フィルダウスの三人の女性は、ダウ

リーが原因で新聞やテレビで報道し尽くされている犯罪の被害者である。私は新聞

に掲載されている求婚広告のとなりに「ダウリー死」の欄を載せるべきだとよく考

える。フマ・ファルザナについて知ったのは、デリーにある「インド国際センター」

の大講義室で聴衆を前にして死んだフマの姉のヌズハトが妹の死を証言するために

立ち上がったときであった。他の二人については、共に娘を亡くしたデューベとハ

ク両家の両親から知らされたものである。

　ファリダとカシュヤプは同じ市に住み、おそらく同じ大学に行き、共に同じ悲

運にあったのだろう。しかし、彼女たちは一度も出会ったことはなかった。デュー

ベとハクの両家の親がいっしょに会ったのはラーンチーで私のところに来たとき

だろう。彼らには共通のつながりがあった。娘たちがデリーで「死んだ状態で見

つかった」。娘たちは会ったことがなかったが、両親は話しに話した。共に話す

ことがたくさんあったのである。

　彼女たちの死から心に浮かんだ物語が二人の姉妹シャドーとチャドーについて

である。彼女たちはヌズハトとフマ・ファルザナ、あるいは、ラーンチーの二人

の若い女性であるかもしれない。この話の中で、チャドーは死んだ姉に対して正

義を下すために法律を勉強している。三人の花嫁がインスピレーションとなって

書いた物語には、法律的不正を正すことを求め、怒っている若い兄弟がいなかっ

た。あちらこちらの委員会や警察署に訴えるために走り、また抗議をするため、
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新しい会う約束を取りつけるのに疲れてしまい、あきらめ、悲嘆にくれた両親が

いるだけであった。娘が助けてほしいと叫び訴えているときに、見捨てたのだか

ら両親も（刑事法廷の）被告席に座る立場である。デューベ家の両親が私に見せ

た手紙は、生きていたいというカシュヤピの絶望的な訴えであった。他の両親か

らも似たような手紙を受け取ったかもしれないが、「いったん夫の家にはいった

ら、女は死んで棺台で運び出されるときしか家を離れることができない」と娘た

ちはみんな教えこまされて結婚させられていた。一つの出口と一つの入口しかな

いのである。三人の女性はそれを実行したのである。

　サジョーニーの話は、もしシスター・スダー・ワルキスがいなければ、私の注

意を引かなかったかもしれない。彼女には折りに触れて会ったことがあり、ビハー

ル州の部族民が住む地域、現在、ジャールカンド州で仕事をしているのを知って

いた。ビハール州は魔女として汚名をきせられた女性たちの話がたくさんあるが、

その慣習はマディヤ・プラデーシュ州、オリッサ州、ラージャスターン州、ウッ

タル・プラデーシュ州でも蔓延している。主要な土地を所有している寡婦、無償

でセックスを許さない女性―どのような理由でも女性を排除しなければならない

ときに、そうした慣習は重宝である。どのような言いわけでもよく、「公益のため」

であるといっていつも正当化された。子どもが病気になり、だれかが邪眼（その

視線に触れると災いが起こるという）を向けたとオジハ（呪術師・祈祷師）が宣

言した、あるいは、2～ 3頭の家畜が死んだ、雨が降るのが遅れている。こうし

たことは、懲らしめなければならない女性に汚名をきせるのに充分な理由である。

彼女は石を投げつけて殺されたり、焼き殺されたり、ただ打ちのめされたり、レ

イプをされたりする。それが公衆の面前で行われるかぎり、社会的に認められる。

白髪まじりの男や女の頭が賛成してうなずくと、村を「救う」という意図に沿っ

て、すべてが行われる。

　私は家のすき（すきは牛ともども神聖視される）につながれ、家畜のように扱

われた女性に会いにドゥムカ村に行かなかったが、シスター・スダが持ってきて

くれた新聞・雑誌の切り抜きを読んだ。部族の権利擁護運動の活動家であるビティ

ア・ムルムが彼女の事件を取り上げたとも聞いた。彼女に会ったかどうか思い出



インドの女性たちの肖像

－ 69 －

せないが、数年後にサジョーニーの物語を書いた。現実の生活で彼女がどうなっ

たか知らない。しかし、私の想像では、娘たちや息子を連れてドゥムカ村を去り、

むさぼり食われるような恐怖がなく、彼女が種をまき、収穫を刈り取り、家族を

養える土地に行ったのである。

　

　イラ・パンディーの事件は、「あなたは来て自分の目で見なければいけない」

とウッタル・プラデーシュ州の友人たちが私のところに知らせたものであった。

　キャンペーンをするために強いNGOのネットワークが作られていた。カルヴィ

（バンダ県）、ヴァラナシ（バナラス）、ラクナウ（ウッタル・プラデーシュ州の州都）

のいくつかのグループがいっしょに集まって、地域の関係当局に圧力をかけてい

た。彼女たちは文書と訴状を持って私の事務所に姿を現わした。

　子どもの性的虐待と近親相姦についてのイラ・パンディーの事件の事実を、こ

こでは名前をベーラーと変えて話をまとめた。事件について詳細を私に提供して

くれた多くの人に私はカルヴィで会った。事件は新しく、事実を曲げられてはい

なかった。私が到着する数日前にスローガンを記した横断幕とプラカードを持っ

た大きな行列の行進がカルヴィの町であり、子どもに対する性的虐待に抗議して

いた。事件は下級裁判所に告訴されていた。イラの夫であるジャグディシュ・パ

ンディーが彼の妻と彼女の事件を取り上げた活動家たち、イラの味方をする者全

員を相手に訴訟を提起したのだ。立論はありふれたものであった。

　「私は妻と子どもたちと幸せに暮らしていたのに、突然にこの女たちが私たち

の平和な町にやってきて、私たちの家族に干渉するようになった。子どもや私を

熱愛していた、よい女性だった妻は、彼女たちに影響されてしまった。問題が起

こるようになったのはそれが原因です。裁判長閣下、これは妻のせいではありま

せん。悪いのは、幸せな家庭を壊すのを生きがいにしているこのような女たちな

のです。彼女たちを見てください、閣下、独身か離婚者ばかりです、インド女性

の汚点です。私については、望みはただ一つ、家族の面倒をみたいということだ

けなんです」

　

　数ヵ月後、事件について聞かなくなった。数年後、最初に事件を私に知らせて
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きた女性の一人に出会ったので、たずねてみた。

　「イラはどのようになりましたか？ 」

心の中では彼女の返事を予期していた。

　「裁判官は評決を下したわ。〝メーリー・チョーティー・シー・ドゥニヤー〟（私

の小さな家庭）についてのパンディーの立論を裁判官が気に入り、『疑惑の恩恵』

（the Benefit of Doubt）（〔法〕証拠不十分の場合には被告人に有利に解釈すること）

で彼を釈放したのよ。幸いにも、裁判官はイラと娘たちが命からがら逃げた夫が

言うところの『パラダイスのような家』に、再び帰れとは強要しなかったわ」

　

　本書の最後のストリーはデリーにある有名なパブリックスクールで起こった大

きな事件に基づいている。1997年に「インドの女性のための委員会」は、人々

が受け入れ、支持する程度にまで、職場のセクシャルハラスメントに関して最高

裁判所の裁判にガイドラインを設けるべきかどうかを決めるためにこの問題の調

査をしていた。デリー・パブリックスクール（NOIDA）校長、ヴァルマ氏がセクシャ

ルハラスメントで三人の教師から告訴された事件は、大きなニュースになった。

事件に関する私たちの「委員会」の報告書を、ニューデリーの「インド女性記者

団」で記者会見をして発表した。

　私の同僚と私は「委員会」で最も細部に気を配った報告書を準備し、疲労困憊

した。私たちは地位の高い官職についている人々をはじめ、多くの人々を召喚し、

何度か聴聞会を開いた。私たちのファイルはだんだんと厚くなっていった。1999

年にデリーの高等裁判所の法廷に事件を提訴したのだが、最初からだれかに警告

されていた。

　「あなたはひどく疲労させられることになる。我慢強さが試される。その上、

あなたの任期が数ヶ月で終るのを相手側は知っている。次の委員会が・・・かも

しれない」

　

　今日、あれから数年たってみると、そのような言葉が本当であったのがわかる。

私たちは裁判を闘う専門的知識も財源もなかった。任期は終り、私は去った。
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　私はそれぞれの女性たちのストーリーを事実とフィクションを組み合わせる新

しい形式の実話小説で紹介したい。どれも事実に、本当の話に基づいており、女

性たちの尊厳を忘れないために、私が小説的なストリーに変え、女性たちが悲劇

的に生きた人生を土台にしている。現実の女性たちは、それぞれの事件の事実を

詳細に記録する私の新しい切り抜きファイルの中に注意深く保存されている。

　私のファイルには、家事手伝いとして 17歳の娘をパリにやった母親の隣に私

がすわっている写真がある。ファイルには弟が村の慣習に反して村の女性を愛し

たために、その女性の家族に復讐として二人の姉が集団レイプされ、世間をあっ

といわせた記事が載っているヒンディー語の雑誌『グディヤー』がある。英字新

聞から切り取った記事には、デリーのエリート校の校長が三人の教師にセクハラ

をしたことが載っている。

　女性が収入と生計を立てる源であるために、女児の誕生が祝われている部族の

売春の伝統について、その起源から現在までをたどっている話がある。サリー（イ

ンドでおもにヒンドゥー教徒の成人女性の着る巻き衣の一種。裁断縫製をしない

のが特徴で、幅 1.2m、長さ 5～ 11mまでの一枚の布を体に巻きつけて着用）に

火が燃え移った、あるいは、「慰めようのないほど悲嘆にくれる」夫を残して自

殺した女性たちについての小さな切り抜きがある。

　横断幕に小さな少女、性的虐待と近親相姦の犠牲者のために正義を求めると書

いている、ウッタル・プラデーシュ州の町で行われたデモ行進の一枚の写真を注

意して見る。

　一つの切り抜きが目に留まる。それはもっと新しいものである。女の子と男の

子、二人の小さい子どもといっしょの男性。彼は哀しく残念そうに見える。私は

顔を覚えている。顔を最初に新聞で見たとき、非常に驚いたのを思い出す。これ

は、皮肉にも、ハッピーエンドになった事件の一つだった。最高裁判所が女性に

味方して判決を下した。しかし、それから 4年後、実の弟が家族の「名誉」を取

り戻すために、私たちが救った女性を殺したのである。

　私がこのような書き方でストリーを書いたのは、女性に対するもっともひどい

暴力についての話が人々の記憶から消えてしまうことや、政府の事務所でほこり
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をかぶってしまうことを望まないからである。私が話すストリーは、もちろん、

非情な権力を振るう男たちに虐待され、暴行を加えられた女性たちの話である。

しかし、それはまた、インドで最も高い地位に就いている人たちを召喚し、不正

を正すことを求める権力を持っている、インドの頂点に立つ女性のための組織で

ありながら、たいていは役に立たない「インドの女性たちのための委員会」につ

いての話でもある。それはなぜなのか。県、タシール（インドで県の下の行政区）、

郡（タールク）レベルのほとんどの役人が、「委員会」について聞いたことがな

いし、注意を払わないからである。警察署や収税管区、パンチャーヤット（村落

協議会。独立後にできた村議会のようなもので、役員は選挙で選ばれ、村のあら

ゆる事項について決定し、執行する）やブロック（都市で四辺を道路で囲まれた

一区画）の発展事務所であろうと、私が行くところどこででも、一番よくある返

答は「ああ、あなたは『女性たちの小室』（the Women's Cell。デリー警察署内に

ある）から来た人！ 」であった。おそらくそれは無知、あるいは、無関心さから

くる無知だったのだろう。しかし、事の真相は「インドの女性たちのための委員

会」の報告書や勧告はだれにたいしても法的な拘束力がないために、司法（裁判）

権は入口のところで停止してしまう。裁判をする権利がないのである。

　私はストリーの中でいくつかの疑問を未解決のままに残している。たとえば、

確実に殺されるのがわかっていて、死から救ってほしいという娘たちの訴えを聞

き入れようとしない、わかっていない両親、そうした親を哀れむべきか、さらし

台の上でさらすべきだろうか。なぜ親は娘を保護しないのだろうか。法に訴え、

怠惰な警察署に措置を講じさせないのか。それは全能の「イッザット」（名誉）

に捕らえられているせいなのであろうか。あるいは、社会的な圧力に負けて無力

なせいなのだろうか。女性たちが何度もたたかれることや虐待を受け入れ続ける

のはなぜだろうか。なぜベーラーのように女性たちは虐待の現場に戻るのだろう

か。

　ここにある 8つの事件を選んだ理由は、私のところにきた事件の中で最も説得

力があり、性暴力の異なる側面を象徴しているからである。委員会の私たちを異

なった方向に走らせ、国中を行き来し、女性たちの話に耳を傾け、報道関係者た



インドの女性たちの肖像

－ 73 －

ちに話し、警察署のプラバーリー（責任者）をしかりとばし、州の下院議員や国

会議員たちに会い、私たちは多数の事件を扱った。私たちの国には女性への犯罪

は尽きることがない備えがあるように思う。個々の不正をなくしたかった。国中

のいかなる地域のどんな女性でも鳴らすことができるベルを「委員会」に吊るし

たかった。しかし、私はむだな努力をしていたようだ。私たちが変えたいと願う

制度は動じなく、むしろ問題を回避することに精通していた。高地位の州の役人

や中央政府の役人たちと何度も会合を召集したが、目的を達することが実に少な

かった。

　おそらく、本書に書くほうがもっと効果的なのかもしれない。

サイイダ・S・ハミード

2005年 12月 30日　デリーにて

第一章　マイムーン

　男性と女性が証人席に立つように私たちの前に立っていた。しんと静まり返っ

ていた。女性は 18か 19歳、男性はそれより数歳年上であった。彼女がブラウス

のボタンをはずすと、私の怯えた目の前に、首もとから腹部に達する深傷があら

われた。彼女はあっさり言った。

　「切られたのです」

　男性は元気づけるように彼女の肩を抱いた。私は同僚のほうを見た。部屋の中

には三人の女性がいるだけであった。インドの 5億人以上いる女性たちのために

設けられている頂点に位置する機関を率いている三人の女性であった。委員会の

職員である男性たちは全員が静かに部屋を出て行っていた。誰かが彼女のむきだ

しになった体をおおい隠した。それは暑い 8月の日のことであった。

　「年を取った両親を助けてください。縛られて炎天下に外に置かれています。

あのままだと死んでしまいます」と男性は訴えた。

　「もしあなたたちが助けてくれなければ、両親は明日までには死んでしまいま

す。もしこの人のお母さんやお父さんに何かあれば、私はそばにいることはでき
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ません」

　これは私が関係した事件の始まりであった。イドリスとマイムーンの物語は、

スダカーのほこりっぽい村で始まり、そして終るのである。

　アッラー（イスラーム教の唯一神）はその場所をご存知なのだろうか？

・・・・・・・・・・・・・

　私はマイムーンという名前で、18歳です。母の名前はマウジ・ビー（女性へ

の敬称）で、父はアブドゥル・ガフールです。兄弟が二人と、結婚して別の町に

いるライサいう名の姉がいます。

　私はとてもきれいだとみんなからいつも言われていました。

　「マウジ・ビー、どこでマイムーンのために夫を見つけるんだい。村に美しい

彼女にあう男がいないのに」

　こういう話を聞いても私のお母さんは黙ってほほえむだけでした。お父さんも

心配そうにしていましたが、同じように黙っていました。このような話を聞く

と、私は内心うれしくて、鏡で自分の姿を見つめました。13歳で生理が始まると、

友だちが物陰に連れいき、どのように始末したらよいか教えてくれました。生理

中は不浄な体なので、父が祈りをするときの敷物を広げることもできないと忠告

してくれました。ニヤーズ・キール（特別な宗教的行事のために料理した牛乳と

砂糖と米やサゴヤシなどをたいた食べ物）にアーモンドを切ることも、お母さん

のウズー（祈りの前に手や口を水で洗うこと）のために（真鍮の）球形水壺に水

を満たすこともできませんでした。

　「どの女の子もこうした経験をしなければいけないけれど、たくさん楽しみも

ある！ 」と言われました。

　私にはナジアとサイマという二人の親友がいて、聞いたことはどんなことでも

お互いに話し合っていました。ナジアが寂しそうな顔をして、話しました。

　「マイムーンが最初にいなくなる。きれいすぎるのでこのあたりには結婚相手

がいないだろうから、とお母さんが言っていたわ」

　その日の夕方、私たちは長い間、家の外に座って、私がどこに嫁がされること
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になるか考えていました。数日してからお母さんの弟、マム・ハリームが町から

訪ねてきました。私はマムが家に来るのが嫌いでした。私を見る見方が何か変で、

悪いことでもしているような気持ちを持たされるからでした。この前は私を無理

に彼の膝の上に座らせ、強く抱きしめられたので、泣き始めると、「マイムーン

はすぐに泣く」と言われました。

　マム・ハリームが光沢のあるサテンの服を数着ほど買ってきてくれたので、母

とラビアとサルヴァリという名の姉妹は、興奮していました。

　「出費を惜しんではいけない。マイムーンはパリー（妖精）のようでなければ

いけない。ご主人にたのんで町まで服を持っていってザルドージー（刺繍）をし

てもらい、ジュヒー・チャーウラー（インドの女優）が着ている服のように、特

別にカットを入れてもらうようにたのみなさい」と言いながら、マムは包みの品

物全部の代金を母たち三人に請求していました。

　「それで、マムに感謝した？  あなたはアラブ・キー・シャハザーディー（アラ

ブの王女）になるわ」とサルヴァティは私のほうを見て言いました。私は急に映

画を思い出しました。映画スターになるためにムンバイ（ボンベイ）に行くこと

になるのだろうか。数年前に私たちは遊びの中で、サイマとナジアが使い古した

口紅を私の唇と頬にこすりつけ、私たちは「ボビー・ボビー」（人気のあるヒン

ディー語映画）を演じました。シャルワ―ル（南アジアやインドなどのイスラー

ム教徒の女性が着用するズボン）を持ち上げ、胸のふくらみを強調するように腰

のところにドゥパッター（スカーフ）を結び、ぴったりあったスカートをはい

ているふりをしました。私たちが『コーラン』（『クルアーン』。イスラーム聖典）

を教えてもらっている先生のリクシャー（客を乗せて走る、二輪もしくは三輪で

小型の乗り物）の運転手、ワヒード・ミヤーン（敬称・さん）にしかられるまで

みんなで「うそをつけばカラスにかまれる」を歌いながら踊りました。とにかく

私はヒロインになるように運命づけられていると確信していました。だから最

高のボビーの表情をして、ムンバイにいって主演女優になれるかどうかサルヴァ

ティ・カーラーにたずねると、「あなたは質問が多すぎる」と言われました。

　夢を追いながらサイマ、ナジア、私と共に、毎日が過ぎていきました。私たちパー

チュン（食料品）の店に行き、あれやこれやと買っていました。ここでイドリス
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に会うようになったのです。彼に初めて会ったのは本当はこの店ではなく、その

前から知っていました。彼は父の母方の親戚でした。彼の妻、シャミムも私の家

に来て、よく母と一緒に座って話をしていました。彼女の子供は二人とも外の小

道で遊んでいて、食事だと呼ばれると家に帰ってきていました。

　あの日、私は一人で家にいて、ベッドを整えようと麻の準備していました。「ガ

フールおじさん！ 」とイドリスは戸口で大きな声で呼びました。「父はパトワー

リー（村の収税会計記録管）のところに行きました」と、戸口のほうを見もしな

いで返事をすると、家の中に入ってきていました。

　「待っている間、助けてあげよう」と言って、麻を巻いたもののところに座っ

ている私の近くに立っていました。とてもやさしい目をしていました。結び目を

ほどく彼のやり方が好きだったので床のより糸を広げました。

　「マイムーン、どうして店に来ないんだい？  最近はきみや友だちを田畑でも見

かけなくなった」

　それはほんとうだった。マム・ハリームが光沢のある布を持ってやってきた日

から母から店や田畑に行くのを禁じられていました。でもどうして彼にそれがわ

かったのだろうか？    声には出さなかったけれど、疑問も持ち、顔を上げました。

　「いつも来るのを待っていて、遠くから見ているからだよ」

　イドリスが私の意中を察してそのように言うのを聞いて、気を失いそうに感じ

ました。これが愛だとわかりました。いきなり寒さと暑さ、湿気と乾燥を感じ

たようになりました。不意に情熱の嵐に襲われ瞬間は誰にも阻止できませんで

した。私たちは抱き合っていました。いついかなるときでも戸口が開いて、両親

が入ってくるかもしれなかったので、やっと愛撫するのをやめました。

　イドリスと私はいつも、どこでも可能なかぎり会い、サイマとナジアが私たち

を助けてくれました。でも、二人は私たちがしていることに賛成はしていません

でした。彼には妻シャミムや二人の子供がいることや、彼が年を取りすぎている

ので私にはふさわしくないと言われました。それでも私は秘密にしてくれるよう

に、誰にも話さないようにと二人に約束してもらいました。友だち二人が見張り

をしてくれたので、私は、木立の中や一目に触れない所でイドリスと会って、愛
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しあい、情熱に身を任せることができました。

　イード（犠牲祭。イスラーム教徒が祝う祭り）のためにたくさん贈物を持って

マム・ハリームが夜にやってきました。翌日になるとお母さんやラビーアやサル

ヴァリに取り囲まれて、彼は光る新しいトランクから宝物を取り出して見せまし

た。父は水ギセルをふかしながら戸口近くに座っていました。おそらく父はその

ようなすばらしい贈物を家に持って帰ったことがなかったので、侮辱され、軽ん

じられたと感じていたのかもしれません。マムに嫌悪感を持ったけれど、贈物

には興味を持ちました。そんな私を見て、「かわいいお前、私が持っているもの

を見てごらん！ 」と言われました。胸のあたりから汗と混じった濃厚な甘い香水

のにおいがしていました。突然に両手で私の胸をサッとなで、耳を噛まれ、首の

上のほうを舌でなめられたのです。その夜、横になりながら、イドリスと同じよ

うにマム・ハリームも私を望んでいるのを知って気分が悪くなりました。彼の汚

いやり方を止めさせようと、そのためにできるだけのことをしようと心の中で誓

いました。私は腹が立って熟睡できませんでした。私の名前をささやく声が聞こ

えてきました。マムは私の叔母のラビアに話していました。

　「マイムーンは非の打ち所がない。花婿候補は今、2万ルピーを、後で 3万ル

ピーを出すそうだ（イスラーム教徒の花婿は花嫁に婚約の際の約束した金や財産

マハルの一部を与える。残りのマハルは離婚あるいは夫が死亡したときに与えら

れる）。大きなバラート（インドの通常はヒンドゥー教徒〔ここではイスラーム

教徒〕の結婚式で花婿が花嫁の家まで迎えに行く行列）になるだろう。私たちは

4台のスモー車でスダカー村に来る。あんたは村中の羨望の的になる。あんたや

サルヴァティにもソネー・ケー・カレー（金の腕輪）をもらえるだろう」

　 「それで候補の男は？  マイムーンにふさわしい人ですか。アッラーの神が両手

の手であの子をお創りなさったのだから。穂軸の新鮮なトウモロコシのような娘

なのだから。花婿候補の青年の写真はあるの？ 」

　マムは、叔母のラビーアにくっついて眠っているふりをして、息もしないくら

いで、耳をそばだてている私を除いてだれにも聞こえないくらいに彼女に近寄っ

て、体を曲げてささやいていました。

　「〝青年〟は少し年を取っている。40くらいだ。いいビジネスをしていて、世
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界中に客がいる。マイムーンは生活が気にいるはずだ。彼女は何でも手に入れる

ことができる。ドゥバイ（アラブ首長国連邦を構成する首長国の一つ）からのトゥ・

イン・ワンのラジカセ、マスカト（オマーンの首都）からビデオテープレコーダー、

アブダビ（アラブ首長国連邦を構成する 7首長国の一つ）から金襴のシルクといっ

たように。黙って見守り、バージー（姉）とドゥルハ・バーイが準備するのを助

けてくれ」

　「そうはそうですが…」とラビーアが意義を申し立てようとすると、マムは「シー…」

と制止しました。

　マムがしていた結婚話をイドリスにすると、壁に後頭部をぶっつけました。ナ

ジアとサイマが見張りをし、私たちはジュマン・チャーチャー（父方のおじ）の

古い倉庫にもたれて、座っていました。

　「アッラーの神よ！  あってはいけないことだ。あってはいけないことだ。どう

か私たちにご加護を」

　このような「ドゥバイから」が出てくる結婚についてイドリスは地元の新聞で

読んだことがあった。年取った男たちが新郎から新婦へのたくさんの贈物で誘っ

て少女と「結婚する」。それから少女たちはムンバイやコルカタ（西ベンガル州

の州都。植民地時代の英語名カルカッタは正式に現地語ベンガル語名コルカタに

改称された）に連れていかれ、そこで湾岸諸国や中東からくる「夫の」ビジネス

の顧客を楽しませることを強制されることになる。顧客は二人から三人でやって

きて、最も新しい、最も若い処女たちのために現金をばら撒き、性欲を満足させ

る。シャラーブ（アルコール飲料）があり、ホテルの部屋で多くの相手とセック

スをする一方、優しい夫は寛大に傍観している。イドリスは泣きながらこれら全

部のことを小声で話してくれました。そのとき、サイマとナジアが「そのくらい

でやめて。ジュマンおじさんがやってくる」と叫んだのです。

　イドリスは私と結婚する他に選択の余地がない、たった今結婚しなければいけ

ないと言い、イスラーム教徒はこのような理由のために、複数の結婚をすること

が許されている（妻を四人まで持てる）と教えてくれました。この方法しか解決

できないときもある。
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　サイマとナイジアは前の晩に私の「ドゥバイ式結婚」について話すとたくさん

涙を流してくれました。フェロズプール・ナマクへいく村のはずれの分かれ道で

私を見送りながら彼女たちは再び泣いていました。そこに信頼できるグルファム

という友だちがいるので、ニカーハ（イスラーム式結婚）をチャパルワリー・マ

スジット（わらぶきのモスク）でしなければいけないとイドリスに言われました。

イドリスの妻シャミンには大きな乳製品工場で仕事があり、数日の間、出かけて

いたと話すことにし、友だちのサイマは私がイードの祭りのためにメヘンディ

（ヘナ。〔ミソハギ科の低木〕葉をすり潰して黄色い染料にしたもの。大切な祝祭

や結婚式の儀式の際、女性の手や足にヘナ染料で描かれる模様）を描くので彼女

と共に夜をすごしたと母に話してくれることになりました。そして私は？  私は

何を考えていたのだろうか。新しい人生の門出に「（イスラーム教徒の宣言）神

かけて」と「マリーよ、お助けください」でした。自転車を精一杯走らせ、夕暮

れにつつまれたスダカー村を後にしたとき、私はイドリスの背中にしっかりつか

まっていました。

　私たちの計画は全部上手くいきました。グルファムはパーン（嗜好品。新鮮な

キンマの葉の裏側に消石灰を塗り、細かく砕いたビンロウジュの実を三角形に包

んだもの）商人で、彼の小さい店にはゴーヴァンダー（インドの俳優）やマードゥ

リー（マードゥリー・ディークシト。インドの女優）のポスターが貼り付けてあ

りました。シーカラ（カシミール地方にみられるゴンドラに似た小船）や湖の景

色が塗装され、「メーレー・サプノーン・キー・ラーニー」（私の夢の女王はいつ

くるだろう）と言う流行歌を刻んだオートリクシャ（原動機付き軽三輪車）で彼

は私たちをモスクまで連れて行ってくれました。イードの衣装であるピンク色の

ドゥパッター（スカーフ）を引き寄せ顔を隠すグーンガト（顔をかくすヴェール）

にしました。

　私たちはグルファムとモスクを出てきました。イドリスと私は夫と妻になって

いました。結婚登録簿の「モハンマド・イドリス」の隣に「マイムーナー・カニー

ズ・カトゥーン」と書きました。私たちの結婚に必要な二人の証人には、グルファ

ムと彼の甥ハルーンがなってくれました。イドリスはワキール（仲裁人）に年長

の信心深い人になってくれるようにたのみ、必要なことは全部済ませました。ニ



インドの女性たちの肖像

－ 80 －

カーナーマー（結婚契約書）は赤いバラの縁取りがある大きな用紙でした。私は

それにうやうやしくキスをしました。グルファムは「ムバラク、バーヒジャン（お

めでとう、兄嫁さん）」と言って、葉っぱで包んだ特別のパーンとモーティアー（モ

クセイ科のマツリカ）の花のガジュラー（飾りとして腕にする花輪）を私にくれ

ました。イドリスは自転車を速くこいで帰りました。サイマに迷惑をかけたくな

かったからです。それでも途中で自転車をとめ、二人は抱きあって、キスをしま

した。私たちは結婚していたので、彼に胸を触られ、シャルワ―ル（裾のところ

にプリーツがとってある袋のような形のズボンで、この型は特にイスラーム教徒

の間で一般的である）の中に手を入れられることも、彼の股の上に手を置くのも

いやがりませんでした。私はもっとそれ以上のことをしたかったけれど、夕暮れ

に家に向かって歩いて帰る村の人たちがいたので、かないませんでした。まだ暗

くなっていなかったので、何かすれば気がつかれたからです。

　サイマはとても心配していました。

　「ジュマンおじさんがあなたを探しに来たの。だから、イードの祭り用の服を

配達に私のアミー（母）といっしょにでかけたと伝えておいたわ」

　私は息もつけないほど興奮していました。イドリスは村はずれで私を自転車か

ら降ろして、スダカー村の路地に姿を消していました。サイマに体の秘密を話す

間がなかったのです。「メーレー・サプノーン・キー・ラーニー・カブ・アエーギー」

（私の夢の女王はいつくるだろう ）という歌をハミングしながら家に急いで帰り

ました。

　次の数日間、私は妊娠したのではないかと心配でした。ナジアは私がしたこと

の話を聞き、それでは妊娠の危険はないと、何でも知っているように教えてくれ

ました。彼女は兄が夜に兄嫁の裸体の上に乗って、しばらくうめきながらそこに

いるのを見たことがあったからです。私は服を脱いでもいなかったので妊娠の心

配がなくなりほっとしたけれど、イドリスといたいという気持ちに耐えられなくな

りました。彼は本当にあれからグルガオンの大きな乳製品工場に行ったのです。次

の日にシャミムが母のところに来たときには目を合わすことができませんでした。

　マム・ハリームは使いに伝言を託しました。ミーティー（甘い）イードが終っ
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てから二日後にバラートといっしょにやってくるというのです。「花婿候補の青

年」はムシュタクといって、私の写真がほしいといってきていました。等身大の

立っている写真をということで、私は彼が送ってきた服を着なければなりません

でした。母からフェロズプール・ナマクの写真館に行って写真を写してくるよう

にと言われました。母に結婚したことを話したかったけれど、言葉が口からでそ

うになっても話すことはできませんでした。しぶしぶとマムが送ってきた、色が

はっきりしたサテンのズボンのシャルワールを着ました。カミーズ（女性が着用

する、ゆったりしたシャツのような衣類）はウエストのところがきつすぎ、胸元

が見えるような深い襟でした。シャツの裁ち方で胸の形がはっきり目立ち、突き

出していて、透明のドウパッターでは覆い隠せませんでした。

　母は私を見て怒りました。「ラビーアはどうしてこのようなベシャラム（恥知

らずな）服を作らせたのか。ラーンディー（娼婦）のように見せなきゃならない

ところにおまえが行くわけでもないのに！  今すぐ脱いでしまいなさい」

　母の言葉が全部好きでした。「アッラー・シュクル（神に感謝あれ）！ 」と思

いました。これはよいときだ、全部のことを話そうと母を抱きしめ話しました。

　「お母さん、私は誰とも結婚できないの。昨日、イドリスと結婚しました。私

たちはフェロズプール・ナマクへ行き、チャパルワリー・マスジットでマウルヴィ・

サーヒブ（男性に対する敬称）がニカーハ（結婚）の仲裁人になってもらった私

たちの結婚契約書を持っています。アッラーの神と預言者ラスール（ムハンマド）

に誓って本当なのです。お母さん、私は『コーラン』に誓ってまだ処女です。彼

は処女でなくなるようなことはしませんでした」

　私は母のドゥパッターの端で顔をおおって、秘密を打ち明けました。しかし、

母から突き放され、手の平で顔をたたかれたので、私はショックで死にそうでした。

　「ハラーミー（悪い奴）、イドリスと結婚するなんて！  おまえと同じ村出身の、

おまえのゴートラ（〔ヒンドゥー教〕今日、インドのバラモンの氏族を意味する

呼称。日々の祭式には伝説上の聖仙〔リシ〕の名を誦し、一人の聖仙の子孫は同

じ氏族に属すると信じられ婚姻は禁じられた。ここではインドのイスラーム教徒

の家族であるが、ヒンドゥー教徒の影響が見られる）の共通の父祖と結婚をした

のも同然だ。私はおまえを殺してやる。もしあちらがおまえを切り刻まないなら、
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私がそうしてやる！ 」

　この噂はすぐに広がった。父が帰ってきて、母が泣いているのを見ました。私

の兄弟のジャマルとリアズがイドリスを殺して、それから私を殺すと叫んでいま

した。村の長老たちが呼ばれ、みんなが同時に口を開いていました。突然にジュ

マンおじさんが立ち上がり、みんなが静かになりました。

　「不名誉を洗い流すためにマイムーンをすぐに結婚させなければならないと決

めた。このようなハラーム（〔イスラーム法〕禁止行為）の結婚は人の目にも神

の目にも結婚ではない。私たちの額からこのカランク（恥・汚点）を洗い流す役

を誰か申し出てくれないだろうか」

　みんなが周りを見回したが誰も一言も言いませんでした。

　その夜、私たちの家では誰も眠りませんでした。ナジアとサイマに伝言をした

かったけれど、家に騒ぎを起こすと、棒でたたいて私の足を折ってやると母から

言われてていました。母は本気でした。

　翌朝、ジュマンおじさんが大きな声で父に話していました。

　「ガフール兄さん、いい知らせがあります。名誉は守れます。アイジャズがマ

イムーンに結婚を申し込みました。明日、両親がバイガーム（伝言）を持ってこ

の家にきます」

　アイジャズの家族は近くのタオドー村に住んでいました。彼は最近パンチャー

ヤット（村落協議会。独立後にできた村議会のようなもので、役員は選挙で選ばれ、

村のあらゆる事項について決定し、執行する）に選ばれていました。私たちの村

の出身でなかったので、イドリスのように私の〝兄弟〟にあたらなかったのです。

私にはこのような兄弟関係についてよくわかりませんでした。私たちの間では慣

習としていつも従兄弟と結婚していました。事実、娘への最初の求婚は、父親の

兄弟の息子からでした。しかし慣習は決して疑問をはさむべきでないものでした。

　私はサルヴァリとラビーアの前で泣きました。母を説得し、父にもたのみました。

　「アイジャズとは結婚できません。アッラー神とラスール（預言者ムハンマド）

の目には、私はイドリスの妻なのです。そのようなグナー（罪）は絶対に許され

ません」

　サルヴァリがはっきりと話しました。
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　「ハリームが持ってきた結婚話はどうするつもりですか。どうやって彼に顔向

けができようか。彼の友人はムンバイに到着したにちがいない。待つことはでき

ないのですか」と言って、そうなると金のバングル（腕輪）がもらえたかもしれ

ないと思い、残念そうに両腕にしているガラスのバングルを見ていました。

　「どうしてこんなことが話せますか。私たちの家族はだいなしにされ、名前も

汚されてしまった。アイジャズに嫁にやろう。その後で地獄に行きたければ行け

ばいい」と母は泣きました。

　アイジャズの両親が伝言を持ってくる儀礼的行為はしないことが決められまし

た。それをしないで結婚をさせようということになりました。一日でも結婚を遅

らせることは危険すぎたのでした。誰かが私の髪に油を塗りました。お母さんが

私の体にビャクダンの練り物を塗りました。二人の女性が私の頭にお湯を注ぎ、

ばら油で私をこすりました。私はコール墨（アンチモニーの粉末で、女性がアイ

ラインとして使う）、香水、メヘンディで手や足を飾られ、マム・ハリームが買っ

てきた明るい色の布で作ったガラーラー（足首のゆったりしたズボン。パージャー

マー）を着せられました。マウルヴィ・サーヒブに何かたずねられたとき、ぼん

やりしていて、「はい」と答えることができなかったので、私の代わりにサルヴァ

リが「はい」と答えてくれました。その夜遅くタオドー村までアイジャズの友だ

ちの一人が運転するジープに乗せられました。タオドー村には私が家族や村に負

わせた罪を償うために、急いで私のために見つけた新しい嫁ぎ先の家があったの

です。私の出発に涙を流す者はだれもいませんでした。

　村までの道は真っ暗でした。私は後ろの席のアイジャズの隣に座っていました。

前の席には三人の男が座っていました。彼の弟のディラワル、友だちのチョトゥ

とカリームでした。四人が話すのが聞こえました。男同士の話でしたが、私がい

ることを気にしている様子はありませんでした。酒瓶の音が聞こえました。車が

急に止まりました。ガーンガト（顔を隠す布）から外を見ると、アイジャズが前

の座席に寄りかかっていました。グラスには酒が一杯つがれていました。ラジオ

をつけ、彼らは歌を歌っていました。アイジャズのグラスの酒が私にこぼれたの

で、体を動かし、ハンカチで私の顔を隠す布を拭きました。



インドの女性たちの肖像

－ 84 －

　「サーリー（ののしり言葉）、どこを走っているのだ 」

アイジャズは乱暴に私を引き寄せました。

　「この女を見ろ」と他の男たちに言いました。私の頭からドゥパッターが取り

払われ、ライターをつける音がしました。夜の暗闇の中で四人の男の目がじっと

私を見ているのを感じました。

　「ヤーロー（友よ）！  こちらは私の妻だ。こちらはマイムーンだ。私の結婚は

既婚女性と執り行われた。この売春婦はムハンマド・イドリスと結婚した。あの

男は日夜、この女を楽しんだに違いない。今は俺たちみんなのものだ。私、アジャ

ズ・アフメトは好きなように私の〝妻〟を使う許可をおまえたちに与える。イド

リスにしたように私たちを楽しませてくれるだろう。交替にやろう。当然、私が

最初だ。なにしろ夫なのだからな！ 」

　私は恐ろしくて、アイジャズからできるだけ離れて小さくかがんでいました。

暗闇の中で彼が私の体中を触るのを感じました。もがけばもがくほど、傷つけら

れました。一突きで私のブラウスの前が破られました。彼の裸の体が私の体を裂

くのを感じました。痛みは耐えられないほどでした。はいているズボンは暖かい

血を吸い込みました。アイジャズはウウーッとうめいていました。他のみんなじっ

としていました。誰かがマッチに火をつけ、グラスの音がしました。

　「アイジャズ、おまえは超人だ。おまえのマールダンギー（男らしさ）に乾杯

しよう」

前の席から声がしました。

　「ディラワル、おまえのマルダンギーの大きさを見せろ！  私と場所を代わって、

この女から全部のジュースをしぼり取れるか見せてみろ。恥ずかしがるな。みん

なで見ていてやる」

弟のディラワルが急いで後ろにやってきて、アイジャズが車の外に出ました。今、

彼が私にのしかかってきました。私はほとんど意識がなかったけれど、みんなで

彼をそそのかしている声が聞こえました。楽しみを見せようとライターの火がつ

けられました。彼の後はチョトゥとカリームで、二人はそれぞれが順番にではな

く、同時にのしかかってきました。私は二人の男に体をつき砕かれました。交替

でしている間、一人の男のほうが私の両足を広げていました。そうしてみんなが
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静かになりました。聞こえてくるただ一つの音は「アッラー…アッラー！ 」とい

うかすかな声だけでした。それは私の声でした。

　ほとんど服は身につけてなく、両足の間に血がついていました。手首や腕は折

れたガラスのバングルで深い切り傷ができていました。髪の毛にはジープの床に

何度を打ち付けられ頭から流れた血がついていました。男たちは小便をするため

に全員がジープから降りていきました。私は車の中にうずくまっていました。

　「これからどうしようか、女が死んだのなら」とチョトゥが言っていました。

アイジャズの笑い声が聞こえてきました。

　「死ぬ…そんなことはない。あの女はこういうことには慣れている。充分に罪

滅ぼしをしていない。四人もの男盛りの男と楽しんだのだ。汚名をきせることを

してやらなければいけない」

　「このナイフで彼女の太ももに俺たちの名前を刻み付けるのはどうだろう」と

弟は長いラーンプル（インドのウッタル・プラデーシュ州の市。旧ランプル藩王

国の首都）ナイフを取り出した。

　「いい考えがある。首からへそまで細長く切ってやろう。村中を不名誉にした

体を醜くしてやろう」とアイジャズが提案していました。

　私にはもう流す涙も残っていませんでした。痛みのために他の感情はなくなっ

ていました。生き残りたいという本能もなくなっていました。アイジャズの両手

でまた私の体が裸にされました。おぼえているのは、ナイフの鋭利な先が私のの

どにあてられたことだけでした。私は意識を失ってしまいました。

　木立で隠された道端で意識を失い、裸で、血に染まっているのを、イマムディ

ンに発見されたと後で知りました。彼はその朝早く家を出て、グルガオンに行く

ところでした。私が倒れているのを見て、死んでいると思ったそうです。ターバ

ンを頭からはずし、私の体をおおい、彼の家に運んでくれたのです。妻のサフィ

アと母親のフェローザ・ダディーは『コーラン』を手に取り、急いで最後の儀式

をしようとしました。それから私がまだ息をしているのを知り、アッラーの神に

感謝し、男の子に急いでハキーム（イスラーム圏の医師）を呼びにやりました。

　イドリスが二日後に私を見つけたのはこのような状態のときでした。彼が村に
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足を踏み入れたときに、サイマとナジアが彼のほうに走ってきて一部始終を話し

たのです。二人が最後に見たのはアイジャズと数人の男たちとジープで私が連れ

て行かれるところでした。そのときからはっきりした知らせもなく、アイジャズ

が私を新婚旅行に連れて行ったという噂と、さらに心配なことを聞いていました。

アイジャズが見せしめのため、私と結婚をしたと話している人もいたのです。

　「あなたが帰ってくるのを用心して、結婚の後すぐに彼女を連れていったので

す。アイジャズはどのような見せしめをするのでしょうか。彼女をどうするつも

りなのでしょうか」

　サイマとナジアは非常に怖がっていて、泣いていました。イドリスも泣きまし

た。彼女たちはラッシー（発酵させたバターミルク。砂糖や香料などを加え、冷

やして飲む）を運んできて、イドリスに無理矢理飲ませました。

　「奥さんのシャミンは大丈夫ですか」

　「結婚の話をした。怒ってはいない。怒っているかもしれないが、不平は言っ

ていない。もう時間がない。行かなきゃならない。アイジャズは信用できない。

何だってする。人殺しをしたって気にしない男だ」

　イマムディンの家でイドリスがどのようにして私を見つけたかを話せば長くな

るが、みんなで県の病院に連れて行ってくれました。数日間、イドリスは病院で

私の傍にいてくれました。ときどきイマムディンの母親フェローザ・ダディーが

来てくれたので、イドリスはそばを離れ、入浴ができました。私たちは誰にも私

の居場所を知らせないと約束をしていました。イドリスは私の両親が心を取り乱

しているとあちらこちらから聞いていました。アイジャズと友だちは逃亡してい

ました。私をかくまっているところを明かさなければ殺すとジュマンおじさんに

脅され、父はおのを持ってでかけていました。

　私が何をされたかイドリスに話すには長い時間がかかりました。最初は切られ

た体の治療を受けていました。しかし他の傷には何の治療も行われていませんで

した。輪姦されたことや、そのときに受けた傷のことは話していませんでした。

私がされたことでみんなに嫌われることが怖かったからです。しかし傷は日増し

に悪化して、縮みあがらないで動くことができませんでした。とうとう看護婦さ
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んに話しました。彼女はすぐに主任のところに行き、医者が裂けた体を縫い合わ

せました。その前にフェローザ・ダディーから許可を取っていました。彼女は何

に同意しているかわからないまま「はい」と言ったのです。私が受けた恥にもか

かわらず、イドリスが私を受け入れてくれるようにとビービー（敬称）・ファティ

マ（預言者ムハンマドの娘、イスラームの第四代カリフ・アリーの妻）にたくさ

んのマンナット（お願い）をしていました。私たちにはメッカ（サウジアラビア

の都市でムハンマドの生誕地でイスラーム教徒の聖都）に次ぐアジメール（ラー

シャスターン州にある町）のシャリーフ（インドで最も神聖なイスラーム教徒の

寺院）にお参りをすることも約束をしていました。

　私がやっと話をしたとき、イドリスは怒ることもなかったし、悲嘆にくれるこ

ともありませんでした。長い間私を抱きしめ、子供のように泣きました。私も泣

きました。彼は知らなかったけれど、私の涙は感謝の涙でした。二人の涙で恥が

洗い流されたように感じました。感謝のシジュダー跪拝（ひざまずいて行う礼拝）

をして枕に頭を置きました。

　しかし、パーン商人の友人グルファムが村からショックを受けるような知らせ

を持ってきました。イドリスの両親が危険だったのです。私はベッドから飛び起

きました。負傷が傷跡になり始めたばかりで、傷で肉が裂け、まっすぐに立つこ

とができませんでした。私たちに連絡しないようにイドリスに厳しく注意されて

いたのに、フェロズプール・ナマクからずっと走ってきたのでした。

　「イドリス、おまえの年取った両親があいつらにつかまっている。おまえがマ

イムーンを誘拐したとパンチャーヤトに知らせたのだ。グーンダ（ごろつき）の

一団がやってきて、マイムーンをジープから引きずりおろしたと話したのだ。そ

のように警察署に事件を届け出たのだ。マイムーンの両親と兄弟がパンチャーヤ

トのみんなとおまえの家にやってきて、〝息子に娘を出すように言え。さもない

と責任を取ってもらうことになる。おまえたちの命で償ってもらうことになる〟

と最後通告をした」

　私たちはどうすべきなのか。私は年取った義理の母親や父親のために泣きまし

た。彼の年取った両親に降りかかった災難でイドリスが私を嫌いになると思っ
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て、自分のためにも泣きました。私を助けてくれたイマムディンとイドリスの妻

にも秘密を明かさなければなりませんでした。イマムディンの母親は無邪気に警

察に助けてもらうことを提案しました。イマムディンは私たちの事件が非常にウ

ルジハ（複雑な）だと言いました。しかし彼はデリーに私たちを助けてくれるか

もしれないダフタル（事務所）があることを聞いていました。社会から不当な扱

いをされた女性たちを助ける仕事をしていているところでした。私たち二人とグ

ルファムがデリーに行き、助けを求めてみてはどうだろうか。アイジャズでもそ

こまでは行けないだろう。

・・・・・・・・・・・

　マイムーンとイドリスは話し終わり、私たちの前に立っていた。

　「どうか年取った両親を助けてください。拷問を受け、死んでしまいます」

　私は非常に驚いたが、慰めの言葉が出てこなかった。「お願いです」とマイムー

ンは私に訴えた。

　「アッラーとラスール（ムハンマド）のために・・・」

私たちは全員が沈黙していた。私の同僚で、非常に心のやさしい女性であるパド

マがマイムーンを抱いて、話した。

　「さあ、泣くのをやめて。前に食事をしたのはいつなの。まず何か食べて。心

配しないで。私たちがあなたたちと行って、両親を助けるから」

　私たちは相談をし、作戦を練った。私たちはすぐにヌウ県に向かって出発する。

事務所からハリヤーナー州の警察に連絡してもらい、2台のジープを出してもら

いグルガオンから私たちに同行してもらうことにする。

　それは 1997年 8月 14日のことだった。蒸し暑いその日の午後に、放蕩息子の

罪を償うためにチャールパイ（インドの簡易ベッド）に縛られ、燃えるような太

陽のもとに放置された二人の老人を救出する任務で私たちは出かけた。パドマ、

スケーシ、スッダ、サディーク、私と五人のチームメンバーであった。2台のア

ンバサダー車に分乗し、デリーとグルガオン間のほこりっぽい幹線道路を速度を

上げて走った。チームの一番新しいメンバーである私は、普段はうしろに控えて
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いたが、イスラーム教徒であり、イスラームの教義に精通していたので、この調

査の中心にいると感じていた。車を走らせながら、いかなる種類の残虐な行為を

禁じ、結婚に関係する問題で子供たちの希望を尊重するように両親に命じている

イスラーム教の教えを思い出した。私は事件を扱えると感じていた。後の 2台目

の車には体を丸めてマイムーンとイドリスが座っていた。

　ある地点でハリヤーナー州の警察のジープが現れ、私たちを護衛した 2台の

ジープには八人から十人の警察官が乗っていた。フェロズプール・ナマクの曲が

り角をすぎてヌウ県の内部までほこりっぽい道を先導した。村に入るところで数

人の年長者たちが道端に座っているのを見た。パトマは一人か二人見憶えがあり、

車をとめて、おしゃべりをした。彼らは話を聞いていた。

　「アフザル、いっしょに来ますか？ 」とパドマはたずねた。信頼できる二人の

部下といっしょにパンチャーヤト（村会）の議長であるアフザルもジープに乗っ

た。その間にイドリスはトランクの中に隠れた。マイムーンは車のすみに体を丸

めて隠れていた。

　スダカー村に近くなると、ほこりっぽい道はでこぼこ道になった。

　警察のジープがモハンマド・シャビールとフスナ・ビーが人質にされている家

まで私たちを先導した。家は土台が高いパッカー（セメントや石でできた）家だっ

た。サリーを着た私たち四人が火ぶくれを起こすような 8月の強い太陽を浴びて

車の外に出た。年取った夫婦は最近になって起こった試練に明らかに動揺してい

たが、チャールパイのベッドに座らされていたので、私たちが来るのをみんな知っ

ていたに違いなかった。男や女が家の隅々から出てきて、私たちを取り囲んだ。

　「息子は何をしたのですか。何を間違ったというのですか。私たちがみんなに

何をされたかごらんになってください。年を取っているので、これ以上生き延び

ることはできません」

　イドリスの親戚の若い男たちは彼らの側の言い分を話をした。私は主導権を握

ろうとしたが、無駄であった。車のほうをそっと見ると、マイムーンは後部座席

にいて姿は見えなかった。イドリスはこっそり車から出て、味方の群の中に紛れ

込んでいた。村のチャウパール（上方が木や日よけでおおわれ四方が開けた場所。

農村部では寄合や集会の場所となる）で集会の準備をしているので、両側の苦情
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の申し立てを私たちが聞けると警部補が話しに来た。

　私たちの前に置かれた大きなコップに入れたミルクを飲むのをやっとの思いで

断った。チャウパールまでわずかな距離だった。驚いたことに男たちが消えて、

幾百人もの女性がどことも分らないところから姿を見せ、群れをなしてやたらに

動きまわり始めたのに気がついた。私は手を急につかまれたり、着ているサリー

の裾を引っぱられていた。いたるところ手で触られた。息苦しくなり、「やめな

さい！  引っぱったり、つつくのをやめなさい」と私は叫んでいた。悲嘆の声が

とぎれのない哀歌になった。

　「私たちは破滅させられる。アッラーの呪いで私たちの魂を枯らすこの悪魔を

捕らえてくれますように。彼らはアッラー、ムハンマド、そして天国の天使たち

に対して最も悪い罪を犯した。どうしてあんなことができたのか。彼らは同じ

ジャーティ（インドではカースト集団のことを、生まれを同じくする者の集団を

意味するジャーティという語で呼んでいる）とゴートラに属している、彼らは兄

弟姉妹だ。最悪の恥だ。私たちはアウト・カースト（〔ヒンドゥー教〕インドの

世襲的階級であるカーストは、ブラフマン〔司祭者〕、クシャトリヤ〔貴族・武

士〕、ヴァイシャ〔庶民〕、シュードラ〔賎民〕という四つの大きなカーストに分

かれるが〔インド人はこの種姓をヴァルナと呼んできた〕、シュードラのさらに

下にはカーストの外におかれた不可触民〔今日では指定カーストと呼ばれる〕が

存在した）になってしまう。私たちの娘と誰も結婚しなくなる。このようなマン

フース（不運）な村とリシュター（親族関係）になりたいと誰が望むだろうか」

　女性たちの叫び声は金切り声のコーラスとなった。二人の若い女性が私の足に

すがりついてきた。マイムーンのバービー（兄嫁）だった。

　「どうか私たちを気の毒だと思ってください。私たちの 4歳と 6歳の娘は、結

婚できないでしょう。どうして私たちや娘たちを殺さないのですか。今のような

人生なら死んだほうがましだ」

　喧騒の中でパドマの声が一段と大きく響いた。

　「みんな、聞いて！  どの宗教も結婚では、結婚する二人の同意を尊重している

のよ。あなたたちはみんな恥ずかしいと思わないのですか。マイムーンにしたこ

とがわからないのですか。彼女がかわいそうだと思わないのですか。彼女を暴行
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した男たちに怒りを感じないの」

　しかし、誰も聞いていなかった。気にしているものはいなかった。彼女たちは

声を上げて泣き、腕を振りまわし、胸をたたいていた。ほこりの中で身もだえし

ている者もいた。

　私は勇気を奮い起こして、端のほうに集まっていた数人の男たちに向かって話

した。

　「あなたたちに話します」

　男たちは近くにやってきた。

　「あなたたちはそれでもイスラーム教徒ですか」

声がでるかぎり叫んでいた。

　「何かそうでないという疑いでもあるのか」と怒って切り返された。

　「イスラーム教にはゴートラとかジャーティのようなものはないのがわからな

いのですか。イスラーム教はすべての人間の平等を厳格に申し付けているのがわ

かっているのですか。すべてのイスラーム教徒はアッラーにとって、同じ人間な

のです。これは預言者ムハンマドの教えです。最初のアザーン（毎日 5回礼拝に

人を呼ぶ声）を上げたのは、預言者の奴隷ハブシュ（アビシニア人）ハザット・

ビラールであったと聞いていないのですか。ナマーズ（イスラーム教の礼拝）を

行うとき、王も奴隷も肩を並べなければならないと命じられているのを知らな

いのですか。あなたたちは何も知らないでイドリスとマイムーンがジャーティや

ゴートラのために結婚できないなどと言えるのですか。彼女はもう大人で、自分

で選択した男性と結婚したのです。結婚証明書も持っています。イドリスといっ

しょにいるのが彼女の幸せなのです。あなたたちは何も知らない、あなたたちは

『コーラン』を読んだことがあるのですか。あなたたちが愚かにもしていることが、

恐ろしい悪事であることがわからないのですか」

　私が話していると全部の声が静かになったので、インパクトを与えることがで

きたと感じた。自分を理性の代弁者、改革者、ヒダーヤット（正しい行い）の源

と思った。男たちは聞いていた。女たちは手足をぴくぴく動かしていたが、聞い

ていた。

　そのとき、一つの声が上がった。それは彼らの代弁者の役割を果たしていたジュ
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マンおじさんの声だった。

　「私たちはクレーシー（正確にはクライシー。部族名でムハンマドもクライシー）

で、彼らはメオ（下級部族）だ。これは許されない」

　「誰に許されないのですか」と私はほとんどフラストレーションから叫んでいた。

　「あなたたちに言いました。預言者ムハンマドを通してアッラーはイスラーム

教ではみんなの人が平等だと命じているのがわからないのですか。あなたたちは

イスラーム教徒ですか、それともそうではないのですか」

　村長が言った。「私たちはイスラーム教徒だ。だがわれわれの習慣がある。誰

にも干渉できない。人間にも神にもできない。私たちに教えようとするのをやめ

なさい。娘をわたしなさい」

　こうした言葉が村長の口からでると、すぐにかん高い叫び声が空をつんざいた。

　「娘をわたしてくれ。あんたらが娘を誘拐したのだ、さらったのだ。私たちの

名誉を返してくれ」

　みんなの手が私たちののど、腕、足をつかまえた。女性たちが私たちのほうに

小さい娘たちを投げてきた。

　「この子たちを連れていき、結婚させてくれ」

パドマはあらん限りの声を張りあげた。

　「もうたくさん！  イスラーム教は、すべての人間に平和を教えているのよ。あ

なたたちはそうしたことを何も知らないで、何をしているのですか、ここにいる

年を取った二人はもう永久にこの世からいなくなるかもしれないのです。あなた

たちは二度と二人の顔を見ることがないかもしれないのです。それなのに、何で

年取ったシャビールとフスナ・ビーを苦しめるようなことをしているのですか。

あなたたちはひどすぎます。どんな宗教がこのようなことをしてよいと教えてい

るのですか。目をさましなさい」

　彼女は集まって話を聞いていた少年たちのほうを向いた。

　「あなたたち、ナウジャワーン（若者）たち！  目をさまして、こうしたこと全

部を変えてください」

　私も十分だと思っていた。私の周りにいる女性たちを振り放し、でるかぎり大

きな声で叫んだ。
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　「あなたたちがジハーラット（無知）のこの黒い穴の中で生きるのをやめ、心

の窓を開くときです。本当のイスラーム教徒としてイスラーム教が悟りであるこ

とを理解しなければなりません。『コーラン』の最初の言葉は〝読むこと〟を意

味する〝イクラア〟です。イスラーム教で学ぶことが重要だという大きな証拠で

はないですか」

　私のいわんとすることを表すために小さい男の子を抱き上げた。しかし誰も聞

いていなかった。彼らの心の窓はしっかり閉ざされていた。隙間がなかったので、

光線はこの黒い隙間を通ることができなかった。小さい男の子たちはぽかんと口

を開いて私を見ていた。その後ろで数人の警察官が無関心そうに、退屈している

ように、持っている棍棒にもたれかかって、太陽の下にさらされていた。警部補

が動いたほうがよいと私たちに合図してきたので、イドリスの家の近くに駐車し

ている車のほうに歩き始めた。

　厚く層になった人の群れが車の周りを取り囲んでいた。私たちのために道をあ

けようと警官が棍棒を振りまわした。マイムーンは 2台目の車に、イドリスはト

ランクの中に隠れていた。運転手に車を出すようにとたのんだ。突然に車の外の

ほこりの中で女性たちの体がくねくねと動いているのが見えた。彼女たちはほこ

りに身を投げ出し、私たちが去るのを体でとめようしていたのだ。後ろを見ると、

もう1台の車を20数人の若い男たちがゆさぶっていた。私たちが車から飛び出し、

その方向に走っていったときには、男たちは車をまるごと持ち上げていた。

　「女の子をわたせ。さもないと血の海となるぞ」と叫んだ。たくましい村の男

たちが車のハンドルを引き離した。私たちの運転手と若い弁護士サディークが車

と男たちの間に身を投げ出した。大きな群衆が二人を脇へ突き飛ばした。私たち

が見ている前で壊されたドアをひき開けて、一片の肉のように女の子を引っ張り

出した。私たちは無駄だとわかっていたが、警官に向かって叫んでいた。彼らは

安全な距離に立っていて、神経質そうな顔をしていたが、黙って傍観しているだ

けであった。マイムーンを引きずりだすと「アッラー、神は偉大なり」と叫んだ。

歓声が空をつんざいた。突然に全く死んだような沈黙があった。少し前にはほこ

りの中でのたくっていた、車に身を投げていた、バッタの群れのように集団で襲っ

ていた全部の体がいつの間にかなくなっていた。私たちだけが真っ暗な空に明る
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く輝く星の下に立っていた。村が突然になくなってしまったようだった。警察官

たちはジープのエンジンをかけた。イドリスがトランクからそっと外に出てきて、

自分のはきものを探した。彼は泣いていた。サディークが肩を抱き、車に乗せた。

私たちも車に乗り、暗闇の中ですわった。車はこの暗い巣の深い穴から飛び出して、

急いで去っていった。

　8月 14日で国は 50周年目の独立記念日を祝おうとしていた（インドは 1947

年8月15日にイギリスから独立した）。インド門は盛んに宣伝されているレーザー

光線のショーの現場であった。ボリウッド（ボンベイ〔ムンバイ〕が中心のイン

ドの大衆映画産業）のスターたちが式典を飾ることになっていた。私たちは 2台

の車に乗って、このすばらしい見ものが国の栄誉ある 50年の達成を祝うことに

なっている都市ニューデリーに向かっていた。恥も忘れて、ほおに涙を流してい

た。私たちはマイムーンやイドリスのために何をしたのだろうか。年老いたシャ

ビールやフスナ・ビーのために何をしたのだろうか。スダカー村にとって 50年

の歳月は何だったのだろうか。イスラーム教が啓示されたときのアラビア半島の

ことを考えた。最も野蛮な伝統で取り囲まれ、暗く、悲惨で、陰鬱であった。女

の子供は生まれるとすぐに埋められた。女性は動産として扱われた。そして 14

世紀を経過した後、スダカー村があった。女性たちの尊厳、女児の法的権限はど

こにあるのだろうか。マイムーンに何が起こったのだろうか。彼女はもう引き裂

かれ殺されたかもしれなかった。こんどは彼女の「合法的な結婚」がアイジャズ

を怒らせた罪のために。彼女はみんなに襲われたことだろう。それなのに、私た

ちは、警察の護衛がついていたし、大きな権限を持っていたが、何もできなかった。

　マウジ・ビス、フスナ・ビス、ラビア、サルヴァリたち、私たちに群がった女

性たちについて、少なくとも私たちは、彼女らが何も知らないと言える。独立し

てからの 50年間に、世の中には別の生き方もあるのだと言うために、この暗黒

の地を訪ねた者はいなかった。誰もそんなことを気にもしなかった。そして何年

も何年も、自信満々に、私たちは独立記念日を祝うのである。

　救世主は陰惨なスダカー村にこれまで足を踏み入れたことはなかった。
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第二章　グディヤー

　その日の出発は不吉であった。デリーとアーグラー間の道路には朝の霧が濃く、

車は渋滞していて進まない。急に車がとまったのは約 50キロ行ったところだっ

た。霧で「ハッサン」という標識も右を指している矢印もほとんど見えないくら

いだった。道路のちょうど真ん中にトラックの焼けたケージがあった。まわりに

立っている人々にたずねて、話がわかった。放火犯は昨夜遅く近くの村から帰る

途中のサトサンギ（宗教人や信仰の篤い人との交際や法話を聞いたり賛歌を歌っ

たりする会合に出る人・出た人）たちだった。彼らがトラックをとめ、そのトラッ

クが NRI（在外インド人）の所有であり、食肉処理場に牝牛を運んでいるところ

だ（ヒンドゥー教徒にとって牝牛は神聖な動物で聖牛と呼ばれる）と言い張り、

トラックのとびらを無理矢理に開かせた。しかし、牝牛はいなかった。おそらく

一頭もいなかったか、いたとすれば、だれかが霧にまぎれて牛を静かに移動させ

たにちがいない。しかし宗教対話者たちは、彼らがしなければいけないと思うこ

とをした。聖なる動物崇拝に敬意を表して、トラックにたいまつで火をつけ、燃

やさなければならなかった。その光景がおそろしかった。私たちは不吉な予感を

覚えた。宗教を異にする共同体の争い（コミュナル闘争）の舞台が整ったように

思えた。牝牛、食肉処理場、イスラーム教徒、覚醒者、サトサンギ、とそこには

必要なすべての要素がそろっていた。

　このまま引き返そうか、先に行こうか迷っていた。そのとき、私を待っている

三人の女性、グディヤー、ヤショダ、二人の義理の母親プレムヴァティのことを

考えた。

　「ハリアー・キー・ガルヒ村に行けるわき道を見つけてどんな村道でもいいか

ら行って」と運転手に言った。

　「さあ、行って」

声で私が狼狽しているのを知られないことを願った。

　ハリアー・キー・ガルヒ村はラヤ・ターナー（警察署）の管轄にあった。警察

署は村から約 6キロのところにある。警察本署の警官であるバレシュワル・シン
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という人物に私の訪問については連絡が入っていた。「ただ問題を起こすだけな

のにここにジャナーニー（余計者）たちがやってきた！ 」と言わんばかりにいつ

もの無関心さで私を見た。警察署に私の訪問について知らせていたので、彼には

私を拒む選択の余地はなかったのである。太鼓腹にズボンをはいて、ハワルダー

ル（巡査）に何かをどなり、私の公務用ジプシー車の前席に乗りこんだ。穴だら

けのほこりっぽい小道が村まで通じていた。距離は 6キロか、7キロしかなかっ

たが、終わりがないように思えた。私たちは車から降りて、一列になって警察官

たちの後を歩いた。詰まった放水路の上を飛び越えると、狭い道が村の家やあば

ら家がある集落まで走っていた。バレシュワルは村の分かれ道のところで立ちど

まって、上を見た。土地が一番高くなったところにマチャーン（監視台・〔トラ

狩り用の〕展望台）があった。村を監視し被害を受けた家族の安全を守るために、

警察がつくったものだった。木綿の下着と木綿のさるまたを身につけた警察官た

ちが交替で展望台に上がり、性的な興味を持って上から家を凝視し、家庭の様子

を大いに楽しみ、性的な快感を得ているのである。

　私たちは監視台のちょうど前にあるあばら家に入った。この家でグディヤー、

ヤショダ、プレムヴァティが少しずつ私に体験したことを明かしたのである。二

世代のこの女性たちの体が、男の服を着た獣たち、彼女たちの親戚や友だちだっ

た同じ村の男たちに復讐の手段として使われたのだった。

　調査を終えて、デリーに帰り、女性に対する犯罪に正義を下すために権力を施

行するいつもの仕事を始めた。ある日のこと三流どころの記者が私の事務所に

ひょっこり訪ねてきて、『パリヴァーリク・トゥルシー・カハーニヤーン』（家族

のトゥルシー〔バジル〕物語）という小さな雑誌をくれた。それにはグディヤー

とヤショダの話が載っており、それと共に、すべての関係者の写真がカラーで載っ

ていた。真に迫ったカーラー写真入りのハリアー・キー・ガルヒ村の詳細な話で

あった！  タイトルは「ドゥシュクリティヤ」（悪行）という題がついていた。次

のような言葉で記者は、署名入りの記事ではなく特別な代理人が書いた記事とし

て、グディヤーについて書いていた。

　「グディヤーは結婚をしたとき、美しく、色白で、がっしりとし、魅力的で、
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健康な 17、8歳の娘だった。村では彼女以上に美しい花嫁を見たことがなかった。

だれかがわざと彼女にグディヤー（人形）という名前をつけた。彼女は人形のよ

うにきれいで、あどけなかった」

　レイプは犠牲者が人形のように美しいと胸を刺すことになる。

・・・・・・・・・・・・

　私の名前はグディヤーと言います。年は 23歳です。14歳でシュリパルと結婚

しました。17歳のときにハリアー・キー・ガルヒ村のサスラール（婚家）に来

ました。義理の両親は私を大変に愛してくれました。1年後にプラカーシュが生

まれると、愛情が 2倍になりました。そしてスラージが生まれると、私を女神の

ように扱ってくれました。夫のシュリパルも私を猫かわいがりし、私をマーイカー

（実家）に行かせないほどでした。でも二人の男の子を出産した後、母が実家に

来させてくれと迫ったので、シュリパルは彼の弟のヴィノッドをお伴に実家にか

えしました。私の両親は義理の弟を歓迎しました。プラカーシュの誕生のお祝を

してくれ、村中の人を招待しました。ヴィノッドは 3日後に私を実家に残して帰

りました。

　夜、考えごとをしていた母のそばに横になると、母が打ち明けました。

　「ヤショダのことが心配だ。急に大きくなり、服が合わなくなった。メーラー（祭

り）のために化粧をするようになった。心配で夜も眠れない」

　ヴィノッドについて、気質はどうか、私の夫との関係や、他の家の娘と結婚の

約束をしているのかどうかたずね始めたのです。

　私はよくわからなかったけれど、デヴァル（夫の弟）をほめました。私が知っ

ているかぎり、彼は婚約していませんでした。

　「それならヴィノッドとヤショダの結婚についてシュリパルに話してくれない

か。おまえたち二人の姉妹が一つ家にいることになるのだから」

母はそのように心の内を明かして、安心した様子で、ぐっすり眠ってしまいまし

た。私のほうは義理の両親にこの考えをどのように切り出そうかと考え、何時間
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も眠れませんでした。私はとても興奮していました。ヤショダは私より 3歳ほど

年下で、ヴィノッドもシュリパルより 3歳ほど年下でした。非の打ち所がない結

婚のように思えました。もう二人のラガン（婚礼）を夢見ていました。花嫁のヤ

ショダを花婿が迎えに行く行列バラートに私も加わって行くのか、私の母やバー

バー（父親）といっしょにカラブ村の実家にいて歓迎するのだろうか。私は姉に

なるのか、それとも義理の姉のどちらになるのだろうか。母に聞くと、年長のバ

フー（嫁）になる、そしてバラートといっしょに実家に来なければいけないと言

われました。シュリパルが賛成してくれるように最善をつくしてみると母に約束

しました。

　そうして花婿の行列がハリアー・キー・ガルヒ村からカラブ村にやってきました。

ヤショダのダーリー（かごや盆に入った果物・花・菓子・贈り物）が持ち上げら

れ、実家を出ときに、母と父は戸口に立っていました。私たちの弟ヴィノッド（グ

ディヤーの夫と名前が同じ）は泣きながらダーリーの後を走りました。両親もヤ

ショダもみんな泣いていました。私だけが幸せでした。ヤショダが婚家に入るとき、

女神ドゥルガー（ヒンドゥー教のシヴァ神の配偶神で、破壊の女神）に祈りました。

義理の母は玄関にグラール（ホーリー祭の遊び用の色粉）を入れた銅の盆を置い

ていました。そこを通ったヤショダの赤い足跡が花嫁の部屋までずっとついてい

ました。

　私はプラカーシュとスラージの二人の男の子を生んだ後で、娘ダニヤを産みま

した。ヤショダが息子のサイレーシュを生むのと同じころでした。義理の父も

母もそれは喜んでいました。三人の男の子を生んだ二人の姉妹はとても縁起が良

かったからです！

　だから私が娘のダニヤを産んだことも九分どおり許してくれました。この娘を

産むときが一番の難産でしたが、私は一番愛していました。助産婦（ダーイ）が

義理の母に話していました。

　「大変な難産の末に出てきたものを見てください。この使いものにならない小

さな女の子を」

　義理の母は言い返していました。
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　「ハルヤリ、そんなことを言わないでおくれ。この子はプラカーシュやスラージ

のために凶眼（その視線に触れると災難が来ると言われる）を避ける手段として、

守りとして大きくなる。私は何も持っていないが、年上のほうの嫁が誇りだ。結局

は私たちに二人のラージクマール（二人の王子たち）を授けてくれたのだから！ 」

　ヤショダ以外にはダニヤをどんなに愛しているか打ち明けたことはありません

でした。生後 6ヶ月がすぎても密かに授乳を続けていました。息子たちは生後 6ヶ

月前に乳離れさせていたので、義理の母に見られたらしかられたからです。目の

周りをコール墨で染めてやり、髪もはしを指でカールしてやり、体をゆすりなが

ら子守歌を歌って、寝かせつけました。私の母が弟のヴィノッドに歌ってやるの

を聞いたことがある同じメロディーでした。

　実家のあるカラブ村は婚家のある村から 50キロも離れていませんでした。ほ

んとうによく弟のヴィノッドが来ていました。母が母親になった私たちをいた

わってギー（水分を蒸発させて精製したバター脂肪。インドで料理によく使う）

やコーヤ（牛乳を加熱して固形にしたもの・菓子の材料）やラサワル（ジュース

やサトウキビで煮た米）をくれました。三人も男の子の孫を生んだことで私たち

をとても誇りにしていました。「カラブ村の娘はよいカティ（体格）だ。グディヤー

とヤショダを見てごらん。三人も男の子を生むなんて運がよい！ 」と母の友だち

が話しているのを聞いたことがありました。

　ヴィノッドはホーリー祭（2～ 3月にインドで行われるヒンドゥー教の春祭。

もともと豊作祈願の祭礼で、祭の参加者には相手かまわず赤い水をかけあったり

する）のために菓子のかごやホーリー遊び用の色粉の子袋を持って姉の私たちを

訪ねてきました。弟はホーリー祭の歌をそれは上手に歌いました。近所の子供た

ちがみんな庭に走ってきて、「ガル・ガル・メーン・ドゥーム・マチャーエ・ホー

リー・ケール・ラヘー・ナル・ナール」（家々で大さわぎ、男も女もホーリー遊び）

と弟が歌うのを聞いていました。時々「ガンガー川（ガンジス川）・ジャムナ川」

や「ハム・アープケー・ハイン・カウ」（私はあなたの何ですか）のような映画

音楽を歌いました。二つの映画はともに二人の兄弟の愛についての物語でした。

「ヴィノッド、〝バービー・テラ・デーワル・デイワーナー〟（兄嫁さん、あなた

の夫の弟は）を歌ってくれ」と夫もよく言っていました。
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　ヴィノッドがカムレーシュに出会ったのはこのような中庭での歌のつどいのと

きでした。彼女はシャンター・マウシといっしょに来て、簡易ベッドのはしのほ

うにすわって、ヴィノッドをまばたきもしないで見つめていました。何度かヴィ

ノッドが彼女のほうを見るのに気がつきました。それは、映画「ショーレ」（「炎」。

「七人の侍」のアメリカ版「荒野の七人」をモデルにしている。1975年の制作だ

が 8年間ロングランした）の中の場面のようでした。ヴィノッドがさっそうとし

たグルメーンドル（主演の俳優名）、カムレーシュがへーマー（主演の女優へー

マー・マーリニー）に見えました。私は二人が一目ぼれしたのにすぐに気がつき

ました。

　「グディヤー姉さん、ラジパル・シンさんの店の近くでヴィノッドを見かけた

ので、声をかけようとしたら自転車に乗っていなくなったの。いつこの村に来た

のかしら」とヤショダが家畜に生草を食べさせて帰ってくるなり言ったので、私

は驚きました。弟がここに来たのかどうか何も知りませんでした。店に何の用が

あったのだろうか。

　ラジパル・シンは村で一番大きなパーチューン・ドゥカーン（食料品店）を持っ

ているカムレーシュの父親でした。私たちは食料を全部そこで買っていました。

カムレーシュは時々店にすわって、父親のムニーム（店員）、ラーラー・カーカー

と話をしていました。彼女が店にいるといつもひとつかみよけいにイムリー（タ

マリンド）を袋に入れてくれたり、私たちの両手にプージャ（ヒンドゥー教の礼

拝）のために特別なドゥープ（香）を入れてくれたりしました。私たちがラーラー・

カーカーとおしゃべりをしていると、娘のダニヤと遊んでくれました。彼女から

ヴィノッドについてたずねられたことはありませんでした。私がその名前を口に

出すことがあっても、彼女は聞いていないふりをしていました。「お姉さん、何？」

と無関心を装って聞いてくるのです。何かが起こっているのがわかりました。ヴィ

ノッドがハリアー・キー・ガリー村に来て、まず私たちのところにやってこない

で店にまっすぐ行くことが心配でした。それまでどんなに急いでいても最初に私

たちのところにより、義理の母の足に手を触れて挨拶をし、それから外に行って

いたのです。急にカムレーシュと彼の関係がただごとではないことがはっきりし
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てきました。彼女に会うだけのために店に行っていたのです。

　「弟がやってくるまで待って、私がさとすから！ 」と妹に話しました。

　「姉さん、こんにちは！ 」とヴィノッドがやってきて戸口で呼びました。息子

のプラカーシュが走って行き、彼の足にしがみつきました。ヴィノッドは息子を

抱きかかえていました。

　「プラカーシュ、ママに話しかけないでね。おじちゃんは私たちのことを気に

かけていないの、私たちを愛してはいないのよ」と言って、息子を私のほうに呼

びました。

　娘のサイレーシュにお乳を飲ませていたヤショダが出てきて、ヴィノッドを抱

きしめて、「お姉さん、許してあげて。仕方ないのよ」と笑顔を見せていました。

　ヴィノッドが急に前にきて、私の体をつかみ、私は空中に持ち上げられるとこ

ろでした。

　「姉さん、ぼくが何をしたというのですか」

　私は何も言いませんでした。子供たちは私を無視して、弟のまわりで騒いでい

ました。

　「どこから来たの」と厳しくたずねました。

　「カラブ村です。他にどこに？ 」

　「ラーラー・カーカーの店で何をしていたの。彼のことがあなたの二人の姉よ

り大切になったのですか。言いなさい。私の息子プラカーシュやスラージのこと

を気にかけなければいけないのに、あなたは他の人を気にかけている」

私は弟をしかっていましたが、弟が不快感を示し、否定したことで私の心は和ら

いでいました。

　そのとき家には年長の者がいなかったので、ヴィノッドをからかってやりました。

　「あの店にだれがいるの。本当のことを話してちょうだい・・・彼女はあなた

に何をくれたの？  ダール（キマメ）なの、それとも彼女のディル（心）なの？ 」

　「ディル・マネ・ハート、ハート・マネ・ディル」（心すなわちハート、ハート

すなわち心）とプラカーシュがヴィノッドのまわりで円を描いて走りながら歌い、

スラージは弟の足にしがみつき、私の腕の中ではダニヤが彼のほうに行こうと体

を伸ばしていました。
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　「さあ、ヒーロー、本当のことを話しなさい！ 」とヤショダは笑っていました。

私の怒りも消えていました。カムレーシュは心がやさしく、強く働き者で、母に

とって理想的な嫁になれる女性でした。

　「カムレーシュ・バービー（兄嫁）」と体を曲げて、弟の耳にささやくと、ダニ

ヤが彼の腕に抱かれていました。耳の鋭いプラカーシュはささやき声を聞き取っ

て、くるくる回って踊りながら「カムレーシュ・バービー・カムレーシュ・バービー」

と叫んでいたので、「シー、おじいちゃんやお父さんが帰ってくるから」とヴィノッ

ドの秘密をうっかり漏らしてしまわないように制止したのです。

　このことがあった後、ヴィノッドが村にくるたびに、カムレーシュは私たちの

家に出たり入ったりしていました。サイレーシュやダニヤと遊んだり、義理の母

の膝を油でマッサージしたり、スラージとプラカーシュのために大きなピンクの

ふくらませた菓子を持ってきたりしていました。少し口実を見つけては走って

やってきました。彼女が帰るとヴィノッドもよくいなくなりました。義理の母か

ら弟はどこに行ったのか聞かれるたびに私たちは新しい口実を作り出しました。

夜に帰ってきて私たちに口実を言ってほしいとたのんでいるように見えると、私

たちの用事で出かけていたのだと嘘を言いました。義理の母は「お前の弟はカ

ラー・ソーナー（純金）のようだ。スラージの孫の顔を見るまで長生きしますよ

うに」と言いました。

　夜に子供や父親が眠ってからヤショダと私は中庭で私たちの両親にどのように

話そうかと小声で話し合いました。ラジパル・シンにはだれが話すのか。彼は大

きな口ひげをはやし、頭のてっぺんのところだけ残した長い髪の毛を小さくまと

めて後ろに立てていた。大変に感情が激しそうな男で、ライフルを持った護衛つ

いていた。

　翌日、子供たちを水浴びさせてから太陽のもとですわっているとシャンタ・マ

ウシがきて、「ラッジョーはいますか」とあたりを見ながらたずねました。

　「母は父と寺院に行きました」

彼女は確かめるようにあたりの様子を見てから、言いました。「本当はあなたに

会いにきたのですよ」

　ヤショと私は体を寄せました。「あなたの弟がカムレーシュを好きなのは知っ
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ているでしょう？ 」

　マウシの口調は非難するようでした。質問の趣旨が不明だったので私たちは

びっくりして黙ってすわっていました。知っていると言うべきか、知らないと言

うべきなのか。マウシは続けました。

　「ことは重大です。バイヤー（お兄さん）は絶対に賛成しません。他に結婚を

させようと計画しています。それなのに、かわいそうにあの娘は、気が狂ってし

まっている。他のだれとも結婚しないと言い張るのです。どうしたらよいか。神

の怒り、電光でうたれたとしても、していることを否定はできません。あの子は

死にかかっています。私はあなたに面倒をみてほしいのです。彼女の消えかけて

いる願いを尊重しなければなりません」とマウシは目の涙をぬぐった。

　私たちは彼女を抱いて、やさしく体をゆすって落ち着かせました。彼女は小声

で言いました。

　「あなたのご両親に話さなければいけません。お兄さんのところに来てもらっ

て、カムレーシュを嫁にくれるようにたのんでもらってください。ぐずぐずして

いる時間はありません」

・・・・・・・・・・・・

　次の日にはカムレーシュもシャンタ・マウシの姿も見かけませんでした。次の

夕方、私たちの牛飼いのハシアが小声でささやきました。

　「お姉さん、シャンタ・マウシが店の近くであなたを待っています」

　彼は力なく私のほうを見て、外に飛び出して行きました。シャンタ・マウシが

このような時間に私を待っているなんで！  驚いてヤショダのほうを見て、子供

を妹のほうにやって、ハシアが待ってくれていることを願って、外に走って行き

ました。店に着くと、シャンタ・マウシが物陰に隠れていました。

　「マウシなの？ 」と叫ぶところでした。

　「グディヤー、私は努力したのです。私の死んだ姉に誓います。でもラジパル・

シンに殺されそうになりました。勇気を奮い起こして、ヴィノッドのことを話し

ました。ブミーとラッジョーは二人の息子、シュリパルとヴィノッドを姉妹と結
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婚させました。三人の男の子を生みました。カムレーシュは幸せになります。相

手は・・・」

私はそれ以上言うことができませんでした。

　「ラジパル・シンは私を見ました。そうなるともうそれ以上言葉が出てこなく

なりました。『シャンタ、もう一言も話すな。私の言葉をよくおぼえておくように。

絶対にだめだ。絶対にだめだと言ったはずだ！  私が生きているかぎりカラブ村

に行くことはないのだ。娘はパッラのタークル（カースト名）と婚約しているのだ。

私たちはカラブ村につばを吐く。あの村で私の妹サラスヴァティーのドーリー（縁

組）は、彼らが腹を満たせなかったために、拒絶されたのだ。この手で妹が首を

吊ったオニ（ドゥパッター）を切って遺体を降ろしたのだ。私が娘をそのような

人殺したちの村にやると思うのか』と言うのです」

　「私は黙ってこのようにわめくのを聞いていました。となりの部屋ではカムレー

シュが泣いていました」

　「ラジパルは『今日結婚の日を決めにパッラに行ってくる。カムレーシュには

家から出ることを禁止する』とどなりました」

　私がマウシを抱くと、彼女は体を震わせていました。言葉を口走りながら氷の

ように冷たくなり、ほとんど歩くこともできなかったので、ハシアに彼女の手を

とって、付き添ってくれるようにとたのみました。

　私が見たどの映画でも、恋人たちは、幸せな結末になろうが、悲しい結末にな

ろうが、結ばれる道をいつも見つけることができました。二人の運命は困難で平

坦ではない道を歩むことになるが、一撃をくらわすことになっている悪党たちの

ことを忘れて互いに抱き合うのでした。ヤショと私は弟たちのために祈りました。

マウシから聞いた話をヴィノッドに話しました。あきらめると思ったのですが、

そうはできなかったのです。1週間後、弟が物陰から現れて家の前にいて、唇の

指をあて、プラカーシュを手招きしているのを見ました。ヤショダがサリーのは

しにローティー（平たくて丸くやわらかい酵母の入らないパン。チャパーティー）

と野菜をくくりつけて持っていき、彼女の手で食べ物を弟の口に入れてやり、食

べ物を食べさせました。彼女が夜のために毛布を出していた納屋に戻ったときに

は弟はいなくなっていました。私たちは弟がどこに行ったかわかっていましたが、
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思いきって言う、お互いに対してでも、言う勇気がありませんでした。いずれに

せよ義理の両親はこうしたことをまったく知りませんでした。私たち姉妹はラジ

パル・シンが家にいないことを知り、ほっとしました。

　その夜、眠ることができませんでした。1時間ごとにヤショダか私が納屋に行っ

てみましたが、弟のために広げてあるマットレスも毛布も使った形跡がありませ

んでした。ヴィノッドは姿を消してしまっていました。

　翌朝早く用を足すと口実をつけて家を急いで出て、まっすぐカムレーシュの家

に向かいましたが、壁の後ろに隠れていると、マウシが私の家のほうに急いでい

こうとしていました。黙っていればそのまま通りすぎましたが、「マウシ？ 」と

彼女をひきとめました。顔が青ざめ、息を切らしていました。

　「二人が駆け落ちしたのです」

私の心は沈みました。「だれが？ 」

　「グディヤー、私たちは破滅です。今朝、あの娘がベッドにいなかったのです。

すぐに何があったかわかりました。ですからあなたのところに行こうとしていた

のです。バイヤはパッラに行っていますが、息子のネトラパルとダラムパルが家

にいます。二人がこのことを知れば・・・どんなことが起こるでしょうか、グディ

ヤー」

マウシは震えていました。

　冷や汗が出てきたけれど、私は強いふりをして言いました。

　「心配しないで。彼女は家に帰ってきます。ヴィノッドは彼女を傷つけるよう

なことはしません」

しかしそのように言っているときでも、激怒で何か悪いことが私たち起こると感

じ、重い足をひきずって家に帰りました。

　ヤショダは私の顔を一目見て、私の後について家の中に入りました。数分で一

部始終を話していました。「私たちの夫に話さなければいけない」

　まずシュリパルに話しました。両手で頭をかかえて、子供のように泣いていま

した。

　「彼らは二人を殺してしまうまでおさまらないだろう。彼らのイザット（名誉）

の問題だから。私たちは破滅する。ヴィノッドはどこだ？  二人を見つけなけれ
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ばいけない」

　気が狂ったようにヴィノッドを探しに家を飛び出していきました。口ごもりな

がら義理の母に話すと、だれかが死んだときのような不幸に襲われました。泣き

ながら、ののしっていました。お父さんは麻痺したように家のすみに黙ってすわっ

ていました。

　噂が広がるにはそれほど時間がかかりませんでした。

　人がちらほらと毎晩やってきました。舅はうつむいてすわっていました。姑は

事情をたずねにきたどの女の人の前でも泣いていました。何十もの目が私たち

二人、不届きな弟の姉、グディヤーとヤショダが悪いと非難していました。ラッ

ジョー、二人があなたの頭の上に災いをもたらしたのです。ハリアー・キー・ガ

ルヒ村の名誉をずたずたにしてしまったのです。村の女性たちは義理の母の顔を

指さして言いました。

　「ラジョー、カラブ村とリシュタ（縁組）をするのは縁起が悪いと話しましたね。

この二人の姉妹があなたの白髪に泥を塗ったのです。二人をそしり、追い払って

しまいなさい。サムデイージー（義理の父親）に実家に連れて帰るように言って、

そこにおいておきなさい。シュリパルとヴィノッドがかわいそうだ。この姉妹が

悪いのに、二人にひどい災難が降りかかるだろう」

　ヤショダと私が義理の母のほうをそっと見ると、一言も言わないで立ちあがっ

て、私のほうにきました。心臓がドキドキし、目を見ることができませんでした。

母は身をかがめ、私たちを立ち上がらせたので、女性たちは黙りました。私たち

はグーンガト（ベール）で顔を隠し、たたかれるのだろうか、と犯罪者のような

気持ちで立ち上がりました。頭に手が置かれるのを感じました。母は胸もとに私

の頭を引き寄せたのです。

　「ヴィノッドとカムレーシュがしたことなのにどうして私の家の嫁に責任があ

ると言うのか。みんなにお願いします。帰ってください。私たちだけにしてくだ

さい。あなたたちの悪意のある話で、家を破滅させはしません」

　死人の家のようでした。だれも料理用コンロに火をつけるものはいませんでし

た。子供たちが一日中泣いていました。私たちの夫であるシュリパルとヴィノッ
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ドから、道からそれた二人を見つけたという知らせがあるのを床にすわって待っ

ていました。夕方、ハシアが来て、戸口に立っていました。母のほうを見ると、「行

きなさい」と目で合図をしてくれたので、ハシアと私は牛の乳を搾りながら小屋

にすわっていました。暖かい乳が両手をとおってバケツに流れてきたとき、どこ

にいようともカムレーシュとヴィノッドが無事でいてくれるように祈りました。

ヤショダがバケツを取り、子供たちにカトーラー（金属製の小さい椀）一杯のミ

ルクを与えました。私たちは母の足元にひれ伏して、両親にミルクといっしょに

少しでもローティーを食べてくれるようにたのみました。外はだんだん暗くなり、

奇妙な静寂が私たちの家を支配していましたが、ヴィノッドやシュリパルの気配

はありませんでした。

　子供たちは疲れ、暖かいミルクと体で落ち着き、ぐっすり眠っていました。だ

いぶ夜もふけたころヤショダのそっと泣いている声が聞こえてきたので、ベッド

を近くに引き寄せ、抱いてやり、娘のダニヤにするように軽くたたいて眠らせま

した。しばらくするとお母さんがいびきをかいているのが聞こえました。ヤショ

ダも彼女の胸にしがみついている赤ん坊とぐっすり眠っていました。私もダニヤ

の頭を私の胸のほうに引き寄せました。それで心が静まり、目を閉じました。

　私は夢を見ていました。大きな、いやな嵐があり、強い風で何もかも投げ飛ば

されていました。壁が揺さぶられ、床が持ち上がって、私はベッドから突き落と

されていました。叫ぼうとしたけれど、喉から声が出てきませんでした。喉のと

ころに手があてられているのを感じたが、それは私の手だったのだろうか。夢が

他のものに変わっていました。突然、叫び声が静寂を破りました。心臓がどきど

きし、胸がつまり目を覚ましました。その声はヤショダだったのです。

　外は夜が明けかけていました。薄暗がりの中で彼女がベッドから投げ出されて

いるのがわかりました。顔を布でおおった一人の男が、彼の両ひざの上で彼女の

服を引き裂いていました。ヤショダの叫び声で、うずくまっている男に飛びかか

り、力いっぱいに彼をたたいたり、けったりしました。突然に壁にそって異様な

姿の輪郭がうかびあがるのが見えました。それらが動いたのです。二本の手が私

を引っつかみ、ベッドに投げ飛ばされました。「お母さん！ 」と私は叫びましたが、
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ドアのところにだれも現れず、二本の手が私の皮膚を引っかこうとしていました。

そのときドアがぱっと開いて、母が男に体当たりし、蹴飛ばし、ひっかき、噛み

つき、ののしりました。物陰のだれかが私と母を引き離し、肩にかついで部屋を

出て行きました。その間、子供たちは悲しそうに泣いていました。

　「ハラーミー（悪人）を静かにさせろ！ 」とだれかがどなりました。プラカーシュ

はダニヤを抱き、スラージは泣いているサイレーシュを抱いていました。子供た

ちは奥の部屋に押し込まれ、ドアがバタンと閉められました。

　三人の男がヤショダを交替し、一人の男が私を押さえつけていました。ヤショ

ダが苦痛に身をよじらせているのを見ました。叫び声は低い声になり、あきらめ

てしまったようでした。奥の部屋では恐怖で麻痺させられ子供たちが静かになっ

ていました。暗すぎて襲撃者の顔がわかりませんでした。ヤショダが泣き、男た

ちが悪態をつきながら、うめいているのが聞こえました。次は自分だとわかって

いました。

　私を押さえつけている男が私の体を触り始めました。

　「急げ。ひどくやりたい。このあまとやっている間、押えておいてくれ」

　男たちの一人がヤショダの体から離れて、のろのろやってきて、私の両足を開

いた。私の上にかぶさってきた男は、開かれた私の股の間を見て興奮し、すでに

射精していたので、悪態をつき、私の体から降り、他の男たちが私の体をむさぼ

り食う遊びを始めました。

　「ひどい悪人が、どうして」

私は痛みよりももっと怒りで叫んでいました。

　「お前たち、売女！  そう簡単に逃れられると考えているのか？  お前たちのくそ

いまいましい弟が妹を汚したのだ。おまえの体のどこも焼印を押されていないと

ころがないようにしてやる」

　男たちのリーダーであり、カムレーシュの年上のほうの兄ネトラパルが唾を吐

きました。太陽が出て、マラウダーズ（略奪者たち）の覆面の後ろに見たのは、

花嫁としてハリアー・キー・ガルヒ村に来てから私が「お兄さん」と呼んでいた

男たちでした。スラージを自転車に乗せて野原に連れていってくれていたネトラ

パル、他の二人はカムレーシュの叔父さんのダラとカムレーシュの下のほうの兄
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のラムパルでした。彼らは私たちを、よごれた服の上に置かれた二つの肉のかた

まりのように見ました。私は血を流していました。胸を噛まれて、太ももは無理

に開かせようとして爪をたてられたので、傷ついていました。だれかがつばを吐

いて、おならをしたので、みんなが笑っていました。饗宴は終りました。外から

ドアをかんぬきで閉ざし、ぞろぞろと家を出ていきました。裸をおおうためにシー

ツを引き寄せているときに聞こえてきたのはおしっこをする音だけでした。私は

よろよろしながら立ち上がり、ベッドを後ろに引き、天窓越しに見ると、男たち

は中庭に立ち、おしっこをしていました。義理の両親は見えませんでした。二人

はどうなったのか、二人は殴られ、気絶させられたのか、・・・殺されたのだろ

うかと考えました。

　ドアがぱっと開きました。

「売女を外に連れ出せ！ 」

ネトラパルが命令を下しました。私たちは破れた服にしがみついていました。

　「服を取れ。この売女を裸で村中のみんなに見せてやれ。われわれの失った名

誉を取り戻すにはほかに方法がない。苦しめばいい。シュリパルとヴィノッドも

同じように苦しめばよい。女たちは生まれた日と同じように真っ裸でハリアー・

キー・ガルヒ村のガリー（砦）の間を引きずっていかれるのだ」

　「年取ったあの女はどうしたのだ？  おまえは仕事をしたのか」とダルマパルは

たずねました。

　「私がやった」とダラは誇らしそうに話した。納屋のほうを指さした。

　「あそこにいる。年取った男の前でレイプしてやり、両手、両足を縛って、裸

にして家畜のところの置いてきた」と笑いました。

　「こいつらとはいっしょにしないようにしよう」と靴で私の裸のお尻をけった。

　「年取った女のほうは納屋に置いておこう。通りを引きずれば死んでしまうか

もしれない。余計な費用がかかりすぎることになる。われわれの名誉が回復され

たということの証拠としてあのままにしておこう。死ぬとやっかいだ」

　ハリアー・キー・ガルヒ村の砦で人でなしのことを始めたのは日中でした。ヤ

ショダと私は家畜のように移動させられ、体に一糸もまとわないで歩かされ、這
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わされたのです。手で体を隠そうとするたびに、けられ、警棒でたたかれました。

だれも外に出てきませんでした。みんな死んでしまったようでした。ハリアー・

キー・ガルヒ村はシャムシャーン・ガート（死人を焼く川岸の階段）にようにな

りました。クスマ・ブア、ディラジ・カーカー、ドルキ・マシ、ナゴリ・マシ、

ドララ・チャーチャー（父方のおじ）、ビスミ・チャチー（父方のおば）、私は全

部の名前を叫びました。だれ一人勇気がなく、ひどい騒ぎを見ようと頭を出す者

はいなかったのです。

　カーヤル（卑怯者・臆病者）たち、ハリアー・キー・ガルヒ村の男や女につば

をはきたかったです。私たちが動物のように追いたてられているときに、おびえ

て家の中にいたのです。気の狂った三人のラークシャサ（鬼神）たちに小道を裸

で引っ張られている間、目、耳、口と閉ざしていたのです。私は彼らの顔につば

をはきかけることができました。力を込めて祈りました。彼らが体に一糸まとわ

ず、一滴の水も飲まず死んでくれますようにと。ハリアー・キー・ガルヒ村がカー

ラー・アーザール（黒熱病）に襲われますように・・・・せめて私のクルピー（こ

て型の草刈り道具）で三人の男の生殖器を切り落とすことができればよいのに！

　「卑怯者、このビジュリー（電気）があんたたちみんなに一撃をくらわして

くれますように！  気の狂った犬があんたたちの死体をひきずってくれますよう

に！ 」

　「黙って進め、売女が」とダラは私の口を手でふさぎました。

　村を一回りし終わると、私たちの戸口に着き、中に押し込まれました。

　「ヴィノッドとシュリパルに名誉を奪ってやったと、おまえたちの体、おいし

いごちそうを食べてやったと伝えろ。年取った売春婦、あいつらの母親も容赦を

しなかったことを話せ。だれでもわれわれの名誉をもてあそぼうとすればこうい

うなるのだ。われわれの体でそいつらの女に汚名をきせてやるのだ。カムレーシュ

の兄弟は復讐を果たしたとあいつらに言え。われわれはあいつらの母親と妻たち

を大いに楽しんだ。もうわれわれは満足して死ぬこともできる。われわれの名誉

は回復した。カランク（汚点）が取り除かれた」

　私たちは両腕と両手を使って裸の体をかくし、家のほうにはうようにしていき

ました。お父さんが中庭で簡易ベッドに縛られていました。私たちを見て、号泣
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しましたが、すぐに裸の私たちを見ないように顔をそらしました。閉ざしたドア

のむこうで赤ん坊が泣いているのが聞こえました。チャーダル（チャドル・イス

ラーム教徒の女性が顔から全身をすっぽり覆う、伝統的な黒地の布の服）で体を

おおって、お母さんが生きているかどうかを見に納屋にかけつけると、服をもぎ

とられ、両手両足を縛られ、口に布を詰められ、意識を失ってたおれていました。

彼女のほうに毛布を投げて、結び目をほどきました。ヤショダは子供たちが閉じ

込められているドアのかんぬきをはずし、布で体をすっかりおおってからお父さ

んの結び目をほどき、苦痛でうめいている母を寝台のほうに連れていきました。

子供たちが泣いていました。ヤショダは泣きながら二人の赤ん坊をゆりかごにい

れて眠らせていました。私の目だけが田畑の固まった土のように乾いていました。

明るい日中でしたが黒い固い壁のように私の心の中は暗黒でした。

　カムレーシュとヴィノッドは実家のあるカラブ村の父母のところで見つかりま

した。父はたずねました。

　「お前たちは娘が嫁いでいる村で私たちの名を汚した。おまえたちが駆け落ち

したことがわかれば、グディヤーやヤショダが何をされるか少しでも考えたこと

があるのか」

　「彼女を誘惑などしていない」と弟のヴィノッドは父に訴えました。

　「私は自分の意思で家を出て来ました」とカムレーシュは何度も言いました。

私たちの夫のヴィノッドとシュリパルがカラブ村に着くと、カムレーシュは二人

の足元にひれ伏し、弟は彼女を無理に連れ戻さないでほしいと懇願しました。

　「彼女はぼくの母さんとここにいます」

　「結婚のために必要なサーマグリー（品物）も持ってきました」とヴィノッド

はカムレーシュから包みを取り、中身を取り出して見せました。プローヒト（〔ヒ

ンドゥー教〕儀式をつかさどるバラモン僧）を呼ばなければならないだけでした。

カムレーシュは泣いたのと睡眠不足で目を晴らしていました。そして母のそばを

離れるのを拒みました。

　「あなたたちだけが私を助けることができるのです」と母に言われ、不幸な恋

人に情けをかけてくれるようにと義理の二人の兄弟である私たちの夫シュリパル
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とヴィノッドはたのまれたので、シュリパルが結婚の儀式をしてもらうために僧

侶を呼びに行きました。弟ヴィノッドとカムレーシュはその日、四人、つまり私

の両親とシュリパルとヴィノッドの前で結婚をしました。母はヴィノッドの花嫁

になる人のためにずっと持っていたナーニー（母方の祖母）のマンガル・スート

ラ（インドで寡婦でないヒンドゥー教徒の既婚女性がつけるネックレス）を与え

たのです。ヤショダと私のためにヴェディー（祭壇）の近くの私たちがいない場

所に、私たちがいつ現れてもいいようにターリー（金属性の盆）に盛った料理が

置かれたと後で聞きました。

　ペーラ（結婚式で周りをまわること）が終ると母が言いました。

　「さあ、帰らなければいけない。ヴィノッドはカムレーシュをお父さんのとこ

ろに連れていき、許しを求めなければいけない。義理の父親の足元にひれ伏さな

ければいけない」

母はカムレーシュの父親が賛同してくれ、すべてが丸くおさまると確信していま

した。父親というものは子供の幸せしか望んでいないものだと思っていました。

　四人はその夕方には家を出て、まる一晩かかる旅でしたが、私たちのことを心

配して、村に帰りたかったのです。母はめでたいお祝いを示すキール（牛乳と砂

糖と米やサゴヤシなどをたいたもの）を壺に入れたものやラッドゥー（砂糖・植

物油・小麦粉・ヒヨコマメ粉・ココナツなどを練り固めただんご状の甘い菓子）

を与えました。みんなが泣き、両親は長い間、戸口にすわり、突然に家が静かに

なってしまったと話していました。

　近くのラヤ警察署から私たちを調査しに警察官がやってきたのはあの不吉な朝

からだいぶたってからでした。ハシアが 6キロの道のりを走って、事件を知らせ

たと後で知りました。バレシュワル・シンが記録簿を持って部下の巡査を連れ

て家にやってきました。彼は警棒で私の方をさして、「みんなこちらに来なさい」

と言いました。年取った義理の両親のほうを見ましたが、動きませんでした。ヤ

ショダもすみっこにすくんでいましたから、私が話すしかありませんでした。

　「何の用でしょうか」と声が震えるのをおさえながらたずねました。

　「事件の詳細だ。彼らがこの家に入ってきた時間と出て行った時間だ。そして
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いいか、何も隠してはいけない。詳細な報告書を書かなければいけないのだから」

　外では何の動きもなく、村は死んだようでした。私だけが立ち上がって、質問

の相手に向かい合っていました。私は年取った義理の両親の前で恐怖を呼び戻し

たくなかったので、警察官たちを見ているだけでした。彼らは石に刻まれたよう

に、じっとすわっていました。ヤショダはどこにサイレーシュとダニヤをしっか

り抱いて、ドアの後ろに立っていました。

　「話しなさい、話しなさい」と一人の警察官が強要しました。「最初に何をされ

たのだ？  ヤショダが打ち倒されたのか？  何人、ときみは言った？  大きな声で話

しなさい、聞き取れない。ヤショダは横たわっていた？   何人の男が彼女の足を

持っていたのだ？  男たちが彼女のサリーをたくし上げたのか？  部屋にはどのく

らい明かりがあったのだ？  そしてきみはどうされた？  きみはかなり肌が白くて、

つるつるしている。まずきみはどこを触られたのか？  ブラウスを引き裂かれた

のか？  何人の男だときみは言った？  男たちが同時にしたのか・・・それとも一

人一人でしたのか？  交替で一人がしている間、他の男はどこに立っていたのだ？  

男たちはきみの体の上に射精したのか、それとも服の上に射精したのか？  きみ

たちの汚れた服を全部持っていく。警察に保管しなければならない」

　私は死んでしまいたいと思いました。私が話す言葉の一つ一つが誇張され、空

中に漂っているようでした。お父さんが泣いているのが聞こえました。

　「ブミ・シン、男になりなさい。女のように泣きながらすわっていてはいけない。

ここにあんたたちを守りにきたのだから。私たちが悪人たちをすぐに検挙するか

らみていなさい。このパルチー（書きつけ）を持って、嫁たちやルガーイ（女房）

と明日、警察署に来なさい。私たちは検診の指示を出さなければならない。女の

医師がいるので、心配をしないように。こうした女性ついて知っているだろう。

女性にとっては一番よい。私たちの道具（ペニス）はまっすぐだが、女のは曲がっ

ていて、変化に満ちているから」

警官は自分が言った露骨な冗談に笑い、巡査も黄色い歯を見せていました。

　その日は私の人生で一番辛い日でした。体全体が痛みました。胸は噛み傷と打

撲傷だらけでした。ダニヤに授乳できず、口唇のところにコップを寄せなければ

ならず、泣いて、ミルクを吐いてしまいました。子供たち、義理の両親、ヤショ
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ダまで、みんなの世話をしなければなりませんでした。ヤショダは両足の間に温

かいウコン（ターメリック）を塗りました。義理の母は警官バレシュワルの詰問

を聞いたとき、池に飛び込んでしまいたいと言い、二度ほど家から外に走りでよ

うとしました。すると義理の父が言ったのです。

　「ラッジョー、正気に返りなさい。グディヤーが自分の苦しみをりっぱに耐え

ているか見てごらん」

　「ですがあの男たちは私まで容赦しなかったのです。白髪を気にも留めなかっ

た。なにもかもを見てきました。あがなえないほど汚されてしまいました。ひと

りにしてください」

　お父さんは寝台に彼女を連れて行き、近くに私たちを来るようにと手招きしま

した。

　「いいかい、ラッジョー。私はまだ生きている。私にはお前は以前と変わりは

ない。何もお前を汚すことはできない。お前はガンジス川のように清らかだ」

父に抱かれると母の目から涙が流れ落ちていました。ヤショダと私は、互いに対

しても口にする勇気がない恐ろしい恐怖に対して、シュリパルもヴィノッドも私

たちを拒むことはないだろう、ぼろぼろになっても、病気になっても、私たちを

捨てはしないという答えを得ていました。

・・・・・・・・・・

　しかし、これで私たちの話が終ればよいのですが、そうはならなった。希望が

見えた瞬間に、希望は消えてしまったのです。

　次の朝早く、シュリパル、ヴィノッド、弟が村に帰ってきました。家に帰って

くる前にカムレーシュを父親のもとに返すと私の両親に約束をしていましたか

ら、ラジパルの家の戸口で弟は額ずいて、許しを請いました。

　「もしカムレーシュの体に触ったと言われるなら、雷に打たれて死んでしまっ

たほうがよいです。彼女は本当に処女のままです」

　カムレーシュは二人の兄の後ろに隠れようとしていました。父親は、彼女に中

に入るようにと言い、弟には父親が望んでいるのはただ娘の幸せな姿を見るだけ
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だと言ったのです。カラブ村に帰り、3ヶ月のうちにドーリー（花嫁）を連れて

帰るようにと言ったのです。トラパルやダラムパル、そしてダラはラジパル・シ

ンの後ろに立っていましたが、一言も発しませんでした。みんながラジパルの決

定に満足しましたが、シャンタ・マウシだけが「どうして 3ヶ月ですか、どうし

て今ではないのですか」と言ったけれど、しょせん彼女は女であり、女の意見は

あっさり無視されたのです。私たちの夫のシュリパルとヴィノッドは、難しいと

思っていたことが実現でき、意気揚々と家に帰ってきました。2キロの距離を軽

い足取りで、うきうきと帰ってきました。よい知らせを私たちに伝えたくてたま

らなかったのです。

　本当のことを知ったのは家に帰ってからでした。

　弟のヴィノッドはカムレーシュの家族の男を全部殺すと誓って、家の外に走っ

ていきました。2時間後に、弟がこてんこてんになるまで殴られ、ナーラー（下水）

に倒れているのをハシアが見つけてくれました。

　あの破滅的な日から 2ヶ月がすぎました。シュリパルもヤショダの夫ヴィノッ

ドも私たちに触れることを拒んでいます。私たちが二人を拒んでいると言われて

います。私たちは名誉を汚され、汚れています。父はまったく口をきかなくなっ

ています。母はひとり言をつぶやき、時々、自分の顔やももをたたいています。シュ

リパルとヴィノッドもほとんど口を聞かなくなり、ダールー（酒）の臭いをたて

て、家に帰るのもだんだんと遅くなっています。

　ラヤ警察署は私たちを「監視する」ために家の近くに見張台を作り、数人の警

察官を配置させました。私たち女はずっと見張られています。私たちが中庭で手

押しポンプで水浴びをしようとするときでも、警察官は私たちをじっと見ていま

す。そのために、冬でも夜遅く水浴びを始めました。

　カムレーシュがバレシュワル・シンにした供述は今、ラヤ警察署の調書に残さ

れています。彼女は 16歳であり、弟に無理矢理連れていかれた、麻薬を飲まさ

れた、意識不明の状態で運び去られたと供述しました。彼女は裁判所に出廷する

ことを拒んでいます。警察が供述を取って帰るとすぐに、カムレーシュは倒れて、

口から泡を吹いていたので、シャンタ・マウシが口に棒を押し込んだと聞いてい

ます。
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　一人の女医が私たちを「診察」しました。義理の母は来るのを拒みました。ど

のような医者でも、たとえ女医であっても、体を触られるのを許さないと言いま

した。ヤショダと私に女医は、打撲傷や引っかき傷の治療のために一日に 2回使

うようにとチューブに入った薬をくれました。

　「あなたたちのあそこを診察する必要はありません。いずれにせよ、あなたた

ちは処女ではないのですから」と彼女は知っているぞと言わんばかりの笑顔で言

いました。書式に何かを書いていたので、巡査が見ていないときに内緒で読んで

みました。

　「グディヤー夫人とヤショダ夫人の場合、レイプの可能性を排除することはで

きないが、こうした女性たちはたくさんの子供を生み、バクチャーダーニー（子

宮）が広がっている。陰唇の膨張があるが、これは若い既婚の女性の場合には普

通と考えられる」

　数日前に都市から数人の女性が話を聞きにやってきました。警官バレシュワル・

シンと彼の部下の巡査が彼女たちの前で、気をつけのまっすぐな姿勢をしていま

した。女性たちは私が話す一語一語を書きとめ、たくさんの写真を撮りました。

私たちの相談にのる「精神科の」医者が必要だと言い、彼女たちは悪い病気、「鬱

病」を心配していました。警官バレシュワルに犯罪者を逮捕したかどうかたずね、

犯罪者がまだつかまっていないと聞くと、ひどく怒っていました。彼女たちは賠

償金について私たちに話し、それが私たち受けた暴行に対するお金だとわかりま

した。お金の額で私たちが失ったものを取り戻せることができるかのように話し

ていました。でも、私は彼女たちの親切な顔が好きでした。私たちに希望を与え

てくれました。だから私たちは待ちに待っているのです。

第三章　ジャハーン・アーラー

　暗く、蒸し暑い夕方であった。私たちは幹線道路からそれて脇道に入った。そ

の道は深い穴だらけだった。私たちは押し合い、振り回されながら、車は道の両
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側にうっそうとした雑木林が並ぶまがりくねった小道をぬけて用心しながら進ん

でいた。暗闇の中でそれは威嚇する亡霊の列のように見えた。ここはグワーリヤ

ルの郊外の伝統的にダコイト（武装ギャング）がいる地域であった。何かがぼん

やりと前方に現れた。輪郭からそれは私たちが村に近づいているように見えた。

「マダム（女性に対する呼びかけ）、ビジュリー（電気）がなくなったようです」

と運転手が私たちに知らせた。ただ一つの光は、私たちの動いている車の光線で

あった。道標を示す小さい標石が見えてきた。「レーシャムプラ（絹町）、6キロ」。

急に、ぐいと引かれるのに備えて気を引きしめてすわり、もっときつい土地を走

らなければならなかった。

　私の頭の中はまだ 2時間前に車まで私を見送りに来てくれた少女たちのことで

いっぱいであった。モレナと呼ばれる場所の無人地帯のような奥まったところに

ある彼女たちの学校、アビュダイ・アーシュラムでその日のほとんどをすごした

のだった。学校の門は葉っぱで飾られ、キンセンカの花輪が巻きつけてあった。

私が入っていくと、カーキ色（黄土色）のスカートをはき、その色に合っている

ベレー帽をかぶった一人の少女がやってきて、私たちを中に案内してくれた。50

人もの少女が私のために「儀じょう兵」（儀礼・警護のために、天皇・皇族・大臣・

高官、あるいは外国の賓客などにつけられた兵隊）となった。ジャングルの奥まっ

た所で、ガールスカウトのユニフォームを着た 10歳から 15歳の間の 50人の少

女が、公務員である私に対して、（士官の埋葬などの際の部隊による）軍葬の礼

をしていた！  ずっと前にW.B.イェーツ（William Butler Yeats（1865-1939）アイ

ルランドの劇作家・詩人）の詩、「学童の中で」を読んだことがあった。

　子供たちの目は

　つかの間の驚嘆に見上げる

　60歳のほほえむ有名人

　私は自分がほほえんでいるのがわかった。モレナの少女たちのアーシュラムで

イェーツについて考えながら何をしようとしているのだろうか。儀式が終わり、

インドセンダンの木陰の下に置いてあるイスのほうに案内された。ゆったりと

した服を着て、ほっそりとしたウエストのまわりに帯をしめた 50人の少女が現
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れた。

　「この少女たちは一年間、空手を習っています」と私のそばにすわっている老

人がささやいた。

　「この子はワヒーダです。6歳のときに母親にここに連れてこられたのです。

やせこけた、病弱な子供でした。あの丸いほおをごらんになってください。ユニ

フォーム姿で、はつらつとして見えます」

ゆったりした服を着た少女たちは、腕を振り、顔をぐいと引いた。目で問いかけ

て、話し相手のほうを向いた。

　「ビタミン不足。わかっています。わかっているのです。あの子たちの薄茶色

の髪の色がはっきりと示しています。だが、私にこれ以上どうできますか。信じ

てください。妻も私も十分に食事が取れないことがたびたびあります。政府は 7ヶ

月間、私たちに資金を出すのを渋っています。マダム、どうか何かをしてくださ

い。もし私がこのアーシュラムを閉めなければならなくなると、どういうことが

起こるか、あなたには想像できません。ここの少女たちがマディヤ・プラデーシュ

州の都市ニーマチ・マンダサウルの道路にあるトラック・ダーバー（沿道にある

簡易食堂。トラック運転手などが利用する）に行くしかなくなるのを見ていられ

るでしょうか」

　話している男性のほうをちらりと見た。彼が着ている腰布ドーティーとクル

ター（裾が長くゆるやかで襟がないシャツ）はあまり清潔ではなかった。額には

模様のあるパグリ（ターバン）をして、ティラク（ヒンドゥー教徒が宗派の標識

として額中央につける赤い点。ティカ）をつけていた。「アビュダイ・アーシュ

ラムの責任者、ラーム・スネーヒー」と県の役人から紹介された。都会に住む者

の無知から、「本当に校長先生？ 」と思わずたずねるところであったが、何かが

私にそれを制した。おそらく、疲労した深いしわのある顔か、あるいは、オレン

ジ色と茶色のターバンと変な組みあわの明るい青色の目だったのかもしれなかっ

た。少女たちのショーは終った。太陽の中で骨の折れる運動をして、ほおをほて

らせ、おしゃべりをし、笑っていた少女たちは建物の中に入った。ラーム・スネー

ヒーは黙って私の小さなバッグを持ち上げた。私は彼の後についてベッド、洗面

器、タオルかけがあるだけの清潔な部屋に入った。
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　「少し休んでください。お疲れにちがいない。一時間後に昼食の準備ができます」

　私は考えないで言った。「待ってください。どうしてニーマチ・マンダサワル

のダーバーと言ったのですか。ワヒーダや他の少女たちについてはどうなのです

か。ここはどのような学校なのですか？ 」

　男性は頭をたれて静かに立ちあがった。そしてゆっくりとターバンをはずし、

歩みより私のほうに来て、私の足元にターバンを置いたので、ショックを受けた。

そのときまでこのような敬意を受けたことがなかったからである。

　「私のアーシュラムを救えるはあなただけです。あなたがボパール（マディヤ・

プラデーシュ州の州都）に帰られたら、州首相に話してください。デリーの首相

に話していただいても結構です。ここの仕事は私が生きる目的であるし、私の一

生をかけた仕事なのです」

　「9歳のときにこのアーシュラムを開こうと決めました」

ラーム・スネーヒーは私がすわっているベッドの近くにある足のせ台にこしをか

けていた。私は持参していた魔法びんの水を彼についだ。彼は身につけているド

ティーのはしで涙をふいたので顔に褐色の筋ができていた。彼は低い声で話した。

　私たちの物語は数百年前に始まりました。私たちはおそらくラージプート族

（昔、北インドを支配した種族。出身をクシャトリヤに結びつけ、武勇で知られる）

の子孫で、農業を営んでいたと言われます。中世に、イスラーム教徒の支配者た

ちの侵略を恐れて、リヤーサット（政府）の土地から深い森林に守られるところ

に逃げたのです。そこに長くいたために私たちは遊牧民族になり、前のカースト

の身分をゆっくり忘れていったのです。私たちはイスラーム教徒の支配者にゲリ

ラ部隊で攻撃し、生計を立てたのです。略奪や盗みをして、深い森に逃げ込んで

いたのが、だんだんとこれが私たちのやり方になり、普通の人たちの家や財産を

略奪し始めたのです。公式の記録では、「犯罪者部族」と呼ばれ始めました。英

国人に支配されている間（1858年にイギリスがインドを直接統治下においてか

ら〔この年にイスラーム教徒のムガル帝国滅ぶ〕、1947年に独立するまで）、私

たちの犯罪の仕方が心配のもとなり、私たちを「反社会的」として大変に厳しく

取り扱う方法を考案したのです。1871年には犯罪部族条例が通過成立しました。
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カーストと部族の完全なリストを列挙し、私たちは犯罪者と分類されました。そ

れだけが私たちのアイデンティティであり、私たちのマークだったのです。ベー

ディアーとバンチャーダー、サンシーの三つの部族は犯罪者としていっしょにま

とめられました。

　ラージャスターン州のアルワルーからジャイプール（ラージャスターンの州都）

周辺では別の話が語られています。私たちの多くは英国人に対する 1857年の反

乱（セポイの反乱）を共に闘ったと言われています。物資を供給して反乱軍を助

けました。英国人たちは私たちを犯罪集団だと汚名をきせ、仕返しをしたのです。

条例を通過成立させ、私たちは逃亡者になりました。いつも逃げ回ったのです。

身を守るために、私たちは地元のザミーンダール（英国政府に地租を納めて土地

私有地を確保した大地主）やジャーギールダール（地主や封建領主）になりまし

た。しかし警官が私たちを知るたびに、検挙されたのです。地元の土地所有者に

気にいられるために、少年や少女たちは音楽、踊り、曲芸、手品、占いをたたき

こまれました。ラジナートやカンジャール、カビラーなどの部族は同じ分類に入っ

ており、同じ運命に仲間入りするのです。そのような部族に生まれると、6ヶ月

の赤ん坊でも犯罪者だと言われるのです。

　男たちが身を隠し、警察から逃げているとき、女たちが責任を引き受けます。

大邸宅へしばしば訪問し、そしてあれやこれやのことがあります。少年が少女に

付き添うようになり、穀物、金を持ってかえり、父親や兄弟を解放するという命

令などを持って帰ることもありました。少女が若ければ若いほど、見返りも大き

いのです。多数の大邸宅があり、客がいました。少女はだれの子供が子宮の中で

成長しているのか知らないことがよくありました。何十年もの間に私たちの子供

にはさまざまな特徴が見られるようになりました。白い肌、薄い色の目、褐色の

髪の毛といったように。ラージプート族とベーディー部族のきれいな混血です。

母親は苦労して娘たちに歌や踊りを訓練し、父親は一番よいパトロンを探し回り

ました。兄弟がナート・ウトラーイー（「ノーズリング〔鼻飾り〕を取ること」

という意味であるが、「処女膜を破る」という意味もある）のために姉妹に同行

しました。少女が複数の金持の土地所有者たちに使われ、体がたるむと、家族の

男や少年たちはバスティー（集落）やマハッラ（町や都市の居住地区）から客を
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見つけました。

　8歳のときに、母親にループレーカー姉さんといっしょに大邸宅に行かされま

した。私は三人兄弟の一番上でした。そのために訓練が早くから始まりました。

彼女は実の姉ではなく、私には姉妹がいませんでした。お母さんは悲しそうでし

た。一人の稼ぎ手も生めなかったとバーブー・ジー（お父さん）からよくなじら

れていました。何度もたのみ、説得してふびんに思ったお姉さんからルーパ（ルー

プレーカー）を養女にしたのです。私は姉さんにあこがれていました。彼女は私

のアプサラー（天女）でした。寺院の全部の神の顔が姉さんに見えました。夜寝

るときにはしっかり彼女の手を握っていました。彼女が私に最初のラーキー（ヒ

ンドゥー教徒の女性が兄弟に与える腕輪の一種）を結んでくれました。大邸宅

の台所に持っていくために父さんがジャングルでつかまえたヨーロッパヤマウズ

ラを一羽逃がしてやったためにこっぴどくお父さんに殴られた傷跡に、ウコンを

塗ってくれました。

　「ループのナート・ウトラーイー（処女膜除去）は彼らの日々をチャーンディー

（銀）にする」とルーパの両手や両足に黒いメヘンディ（ヘナ）でベーズリー模

様を描きながらスネーリー・カーキー（父方のおば）はプトリにささやいていま

した。私が両手を差し出すと、彼らが笑って手のひらに二つの小さいしずくをた

らしてくれました。家では祝の催し事がありました。母親はキンセンカの花とサ

ダーバハール（常緑樹）を飾りランゴーリ（祝祭用に米の粉で施すインドの伝統

的な装飾・模様）を作るために街区（マッハラ）から女性たちを呼んでいました。

家の外ではナート（男の踊り手）やナトニ―（女の踊り手）がゴムのようで、骨

がないみたいに体を押したり、ひねったりしているのを見ていました。私は村人

たちのために運んでいたクルハル（素焼きの土製コップ）の一つをひとすすりし

ました。何かと混ぜたうまいミルクで、何かとは大麻だと後で知りました。楽し

く私は走り回り、みんなに言われました。「このラウンダー（小僧）は姉のため

にたくさんのことをするだろう。無邪気な顔をしてテンポが速いのは、彼らみん

なをわなにかけるだろう」と。みんな大いに笑って、腰布やクルターの服の上に

ミルクをこぼしました。
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　翌朝、早く目をさまし、母親は私の体を皮膚が傷つくほど私の体をごしごし洗

いました。髪に油を塗り、きれいなカンギー（くし）で髪をかきあげました。ス

ルマー（まぶたを黒く染めるのに用いる硫化アンチモンの粉末）でアイラインを

描き、花の精の香水にちょっと浸した小さな綿が私の耳に詰め込まれました。捉

まえられて御者の近くにすわらされました。私の背後にあるパルダ（カーテン）

をあげると、ルーパ姉さんがスネーリーおばさんとプトリの間にすわり、赤いオ

ニ（スカーフの一種）の中で輝いて見えました。父さんはタンガ（インドの四人

乗り一頭立ての小型二輪馬車）の御者に注意するように、そして暗くなる前に着

くようにとたのみました。うなずきながら御者は私が忘れられない言葉を言いま

した。「ラーム、私たちの名誉はあんたの二つの手の中にあるのだよ。アッラー

の意志で無事に帰ってくることができますように」と。私は大人になったと、父

さんとでも対等に話す 8歳の男だと感じました。

　夜の 8時に姉さんの叫び声が空をつんざくのを聞きました。スネーリーおばさ

んとプトリは私の両側で眠っていました。身動きしませんでした。私は起き上がっ

て、震えていました。叫び声の方に走っていきたかったけれど、夜に外に出るの

が怖かったのです。 「おばさん ｣とスネーリーの体をゆすり、「姉さんがダークー

（悪人・強盗）につかまった」と言っていました。私が言ったことが真実にどん

なに近かったか知りませでした。その夜の早い時間に食べて、飲みすぎたスネー

リーおばさんは目を開けられなかったのです。「あれー、カムバクト（不運な人）、

処女膜除去の儀式でラーンディー（小娘）の叫び声は、自分を証明したことなの

だ。叫べば叫ぶほど、ベッドにしみをつける。お産のように、陣痛が大変であれ

ばあるほど、赤ん坊は苦しいのだ。彼女の相場は叫び声ごとに上がるのだ。朝ま

で待ちなさい。悪人、おまえの幸運に、最初のダラーリー（しゅうせん業）と上

がりに感謝しなさい！  さあ、むこうに行って寝なさい。姉さんは母乳と同じく

らい価値があるのがわかるから」と言われたのです。

　朝、姉はベッドから動くことができなかったのです。女性たちが彼女の体、特

に、性器が傷つけられたと言って、ホットタオルを当てていました。私は小さかっ
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たので、彼女たちは忙しすぎて私にかまっていませんでした。姉さんの胸も太も

もも両方が青くなり、噛み傷がありました。女性たちがウコンや粉石灰のペース

トを塗るために彼女の両足を広げているのを見ました。プトリが傷を治すのに一

日必要だと伝言を送ろうと提案していました。「プトリ、気でも狂ったのか。今

夜、帰らなければいけないのだ。彼らは傷ついているシカール（猟の対象となる

獲物）を見たがる。それは楽しみを倍にする。少女は若く、健康だ。すぐに回復

する。おまえのときのことを忘れたのか？ 」とスネーリーおばさんは言いました。

　私の見たところでは姉さんは私が逃がしてやった傷ついた鳥のようでした。あ

れは私の初めての大胆な反抗で、父さんにサリアー（ほそい鉄棒）でたたかれま

した。姉さんは「おばさん、お願い。熱があるとみんなに言って」と、ペティコー

トの下着を引き上げました。恥部の全体が醜く赤くみみずばれができているのが

見えました。私は目をつむって、吐かないようにこらえました。部屋を出たとき

に姉さんの鳴き声が聞こえました。この恥ずべき「処女膜を取る儀式」を主宰す

る悪人たちを自分の素手で殺してやりたいと思いました。

　しかし、私は何もしませんでした。自分の両手は震えているのがわかりました。

男の宿舎の中央中庭にすわりチェスをしているどのサーヒブ（旦那）が、姉さん

の体をめちゃめちゃにしたかさえ知りませんでした。それに、知っていたとして

も、勇気がなかったのです。その夜、私はプトリにしがみつき、だれかの目をえ

ぐりだしている夢をみました。次の朝は熱で体が熱くなっていました。スネーリー

おばさんはタンガの馬車の前の席に私の体をどさっと乗せ、姉さんは後ろに押し

込まれました。彼女は私の額に氷がおけるように、帰る沿道にあるどこのダーバー

（簡易食堂）にもとまるようにと御者にたのんでくれました。

　「ラームの頭を触診してくれるからサブズ・ピール・サーヒブのところに連れ

て行ったほうがよい」と人々は父さんに助言しました。姉さんが帰ってきて、祝

宴が再び始まりました。姉さんが家に持って帰った贈り物を吟味しに村人みんな

がやってきました。一つの部屋をかたずけ、贈り物を展示してありました。光り

輝くガーグラー（インドの女性が腰にまとう足のくるぶしまでおおう布）、チョ

リ（インドのヒンドゥー教徒の女性が着る大きい襟で短袖のブラウス）、スカーフ、

このあたりで見かけることがなかったきれいなものでした。キラリと光る二組の
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ツー・イン・ワンのラジカセ、色のついたビンやピカピカする口紅、赤紫色でお

おったドライフルーツの盆。家の外では倉庫は穀物、小麦、米、キマメ、緑豆（ヤ

エナリ。インドで副食のスープに用いる）、家畜の飼料があった。母は光り輝くネッ

クレスや長くぶらさがるイヤリングなど宝石箱の中身を展示しないように注意し

ました。母はそれが祝祭の市にでている物かサラファ・マーケットのカウンター

の後ろに置いてある本物のダヘナー（装身具）か確信が持てなかったのです。

　私たちの家は村中の関心のまとになっていましたが、私だけが一人で納屋にす

わっていました。何も私の引きこもりをやめさせることはできませんでした。私

は姉さんのところに行こうともしませんでした。私を呼びに何度もプトリを送っ

てよこしましたが、姉さんのところに行くのを拒みました。何があったか全部知っ

ているのにどうして姉の顔を見ることができますか。

　日がたちました。サブズ・ビール・サーヒブは私の耳に何か言葉をつぶやき、

少椀一杯の水を飲ませ、右腕にターウィズ（護符）を結びつけました。父さんは

料金を払い、たずねるような目でみました。「この子はよい少年だ。強制しては

いけない。おまえの財産だ。神を信じ、待ちなさい」と言われました。私たちは

黙って聖廟から歩いて家に帰りました。その日から、父さんは私たちの生活の仕

方を私に教えるのをあきらめました。姉さんは働き続けました。毎晩、私の弟た

ちを一人か二人連れて出かけました。早朝に帰ってくる物音を聞くことがよくあ

りました。客が借りる期間を延ばすことを望んだときには、姉さんだけを残して

帰ってくることもありました。

　それから 1年もたたないうちに私は家を出ました。教育も受けていない、金も

ない、犯罪者部族の一員で、人里離れた村で暮らしていた 9歳のベーディアー部

族の子供でした。家を出ることは恐ろしかったけれど、私の仲間の人たちをあざ

けり、侮辱することはもうできませんでした。彼らは姉妹のために客に言い寄り、

彼らが当てた額を自慢していましたが、私はそれに加わるのを拒みました。私は

あざけられ、「ヒージュラー（去勢された男性。独自のカーストに属し、歌や踊

りを職業にする。ゲイの者もいれば、両性具有者もいる）がやってくる」と思い

つく限りの最も蔑む呼び名で呼ばれました。両親は私がいなかったように振る舞
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いました。姉さんだけは自分が食事をする前に、私が食べたかどうか確かめてい

ました。姉さんは家族みんなが暮らしていける中心人物だったので、私のことを

だれも無視できなかったのです。それでも、私は努力をしてもあの恐ろしいこと

が起こった夜から、姉さんの顔を見ることができませんでした。だいぶ後になっ

て、私を不快にさせていた原因が姉さんを救えない罪の意識だとわかりました。

自分の自己嫌悪を罪のない姉さんに転嫁していたのです。

　マダム、アビュダイ・アーシュラムは私のプラーヤスチット（贖罪）です。長

く村の家には帰りませんでした。帰ったときには、家族はもういませんでした。

両親は死んでいました。弟たちはポン引きになり、ダンダー（商売）にたずさわっ

ていたために、警察に逮捕されていました。姉さんは年取った両親を養うために

長い間、働き続けました。両親の葬式が終った後、沿道のダーバーに一人で働き

に行き、トラック運転手を相手にしていました。私が聞いた最後の知らせは姉さ

んがダーバーの簡易宿泊施設で意識を失って発見され、親切な客が県の病院に入

院させてくれたということでした。私たちの家は住む者もなく、捨てられ、もと

の場所にまだ立っていました。部屋の中に草がはえ、納屋や中庭にほこりが舞っ

ていました。あなたが今日すわっておられるところは、まさにその家なのです。

　この両手でれんがを積みました。アビュダイ・アーシュラムはベーディアー部

族の少女たちのために造りました。ラーム・スネーヒーがモレナに戻ってきたと

いう噂がしだいに広まりました。私が彼らのロージー・ロージー（なりわい）を

破壊していると言う者もいました。私が政府の大騒ぎを計画したと非難する者

もいました。ベーディアー部族の小さい少女たちにとうとう希望が見えてきたと

言ってくれる人も出てきました。それでも最初は、恥ずかしがりやの 5歳と 6歳

の子供を私の小学校に連れてくる勇気があったのは数人でした。一滴一滴のしず

くのようだったものが、今では小川になっています。その水を乾燥させ、小川を

消滅させてしまい、先ほど空手をした学生たちがボンベイとインドール間の幹線

道路にあるダーバーに立つことにならないようにするのは、あなたなのです。

・・・・・・・・・・・
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　ヘッドライトいっぱいの光で暗闇を車が走っているとき、ラーム・スネーヒー

の言葉が耳に残っていた。目を閉じていたので、車が停止したのに気がつかなかっ

た。「マダム、パンクしたようです。数分です。少し歩くのが気にならなければ、

村は野原の向こう側にあります。あなたたちのために車のライトをつけておきま

すから」と運転手に車から降りるように促された。おそらく、彼はおしっこをし

たかったのだろう。私は車を降りて、暗闇の中を歩く決心をした。二人の仲間は

数歩ほど後をついてきた。家々がかろうじて見え、何人か立っている姿があった。

おそらく子供たちが遊んでいるのだろう。家と人間の影のほうに歩いているとき、

道のくぼみになったところを踏みつけていた。少人数の私たち一行が近づいてい

くと、村は突然に重い沈黙に襲われたようであった。

　誰かが私たちの方にやって来た。女性といっしょの、おそらく、彼女は妻なの

だろうが、ペハルワーン（力士）のような男性だとわかった。小さい女の子が叫

び始めた。「わるい子、この娘はいつもこうです」と男性が謝罪した。カチチャー（セ

メントやレンガを使っていない）家の入り口に手提げランプが見え始めた。しか

られて黙っていた子供たちがすみずみから出てきた。小さい少年たちは私たちを

じろじろみながら、案内されてすわっている簡易ベッドのまわりに集まってきた。

女性の腰にぶら下がって叫んでいる女の子が丸い目で私たちを見つめていた。私

は小さい子供や男性、女性を見まわし、モレナからずっと頭の中に残っていた言

葉が不意に口から出た。

　「少女はどこにいるのですか。姿が見えませんが」

　力士のような男性が母親から子供をひったくった。

　「ここにいます。私の娘グディヤーです。妹ハニファといっしょにシャビラン

もいます。マダム、とてもたくさんのチョークリ（少女）がいます。ラウンダー

ス（少年）よりもたくさんいます！ 」

私はそこで思いとどまることができなかった。

　「ですが、若い女の子たちは？ 」

四方がひらけた場所のちょうど外側に置いている簡易ベッドにすわっていた年を

取った女性が立ち上がった。
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　「あんたらはどなたですか？  選挙のとき投票してくれと私たちにたのみにきた

のかね。それなら村長である私に話しなさい。どうして若い女の子のことをたず

ねているのかね。 あんたのサースリー・サルカール（しゅうとめさん）に私たち

の娘は、サースラル（婚家〔刑務所の隠語としても使われる〕）にいると伝えて

おくれ」

みんなが彼女のしゃれに笑った。しわくちゃの老婆はやりこめていた。

　私は勇気を奮い起こし、簡易ベッドに近よった。

　「お母さん、ベッドにすわってください。私は盲人ではないのです。この村に

若い女の子が一人もいません。彼女たちが サースラルにいるとは信じられない

のです。話してください。私はあなたたちについて報告するためではなく、政府

がつくった組織のメンバーとしてあなたがたを助けるためにここに来たのです。

あなたたちのコミュニティーの伝統について私は知っています。少女たちはどこ

にいるのですか。嘘を言うのをやめてください」

私の語気の強さは、涙をふきながら話をし、私の足元にひれふしたラーム・スネー

ヒーの影響を受けていた。

　突然、年取った女性がベッドから立ち上がり、私の顔の近くにきて、金切り声

を上げはじめた。

　「ハーン・ハーン・マイン・ランディー・フーン・ザミーン・デー・ドー・パチャー

ス・ハザール・デー・ドー・サブ・チョール・ドウーンギー（私は売春婦さ。私

に土地をくれ。5万ルピーくれ。そうすればこの職をやめる）」

　ぶらさがった手さげランプが彼女のほうに光を投げた。きれいなしわができた

顔で、目の色は薄かった。鼻のところにつけたノーズリングの石はダイアモンド

で、ランプのほうに一条の光線を放っていた。

　「ジャンノー・カーラー、口を慎むように。あんたの舌が虫に食べられますよ

うに」と力士のような男がすぐに会話に割り込んできた。

　「マダム、何をお飲みになりますか。冷たいものにしますか、それとも暖かい

のがいいですか？ 」

私は返事をしなかった。私の目はランプのぼんやりした光の中で輝く緑色の目に

釘付けになっていた。
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　非常に注意をしてジャンノーと呼ばれる女性に話し始めた。私について、私の

子供たち、苦闘について話した。空には星が輝いていた。人々は家に帰り始めた。

　「話してください。カーラー。あなたの緑色の目、鼻にしているダイアモンド

について。そう、本物のダイアモンドだとわかります・・・」

私は彼女の手からパーン（嗜好品）を取って口の中に入れた。

　「ジャンノー・カーラー」と言って、彼女はつばを吐いた。

・・・・・・・・・・

　私の名前はジャハーン・アーラーと言います。私のナーニー（母の母・母方の

祖母）が名づけてくれました。彼女は私がムガル人（インドにムガル帝国を建て

た民族）の王女、シャー・ジャハーン（〔1592-1666〕ムガル帝国の皇帝〔1628-58〕。

タージ・マハルなどを建築）の娘で詩人であり、アウラングゼーブ（〔1618-1707〕

ムガル帝国の最後の皇帝〔1658-1707〕。治下で帝国は最盛期を迎えた）の妹を思

い出させると言っていました。彼女が王や王女についての話をどこで習ったかわ

かりません。アーミー（お母さん）のように読み書きができなかったので、だれ

かが話したにちがいありません。私が生まれたときに全部の仲間（特に宗教・カー

スト・社会的階層を同じくする構成員）がおめでとうと言うために家に来たとい

うことも話してくれました。母親はお産と出血で疲れ、中の部屋に横になってい

ました。父はいませんでした。おそらくチャンドゥーカーナー（アヘン屈）で顔

を下向けて横になっていたのでしょう。アヘンの吸いすぎが二、三日続きました。

それから父は家の戸口にふらふらと入って、彼の人生をだいなしにしたと言って

母と、ナーニーをいつもののしっていました。そのような非難を大きな声で叫ん

でから、たらふく食べて、げっぷとおならをしてから眠るのでした。

　ナーニーは祝辞を受け、幸せでした。私を白いラザーイー（キルト）でくるみ、

連れ出しました。ナーニーを取り囲んでいた女の人たちの小さい集団にまったく

泣かないで目を大きくしていたと聞きました。

　「あれー、フィジョー・カーラー、このラーンディーヤー（小娘）は緑色の目

をしている。アッラー、アッラーの神よ！  この子はどんな騒動をおこすのだろ
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うか」

　「フィジョー・カーラー、話してください。お母さんのビビヤーの種があなた

の中に入ったときチャパルカート（蚊屋つりのついた寝台）にいた王子はだれだっ

たのですか」と私はたずねた。

　「緑の目、レーシャムプラでこのような目を見たことがない」と一番年取った

女性はナーニーの顔をまっすぐ見ました。

　「ファイヤーザン（ナーニー〔祖母〕の名前）、このような目は数世紀前にさか

のぼる特長だと言われるのを聞いたことがある。あんたたちは、いつも示すこと

よりもっと多くの物を隠している」。ナーニーの胸はプライドでふくらみました。

だれの娘も自分の娘の真似はできないだろう。

　

　父は家に帰る前に私の誕生について聞いていて、菓子屋に走っていき、途中で

とまって、かぐわしい小さなマッリカの花で作った糸ひもを買いました。「お母

さん、おめでとうございます！ 」と父はナーニーをお菓子や花攻めにしました。「娘

はたいへんな美人だそうですね」。ナーニーはイスラーム教徒の貴婦人のように

尊大に義理の息子を見ました。「孫は私の娘に似ている。しかし、目は・・・私

のスルタン（イスラーム教国君主）の父親のものだ」。それから心得顔に「この

ような目は数世紀前にさかのぼる特長だと言われている」と言葉を加えました。

　3歳になったとき、ナーニーは私の足に足首飾りをつけてくれました。どこに

行ってもチリンチリンと鳴る音がついてきました。5歳で音楽と踊りのレッスン

が始まりました。私が踊りをしているときに目の光がゆらめくとナーニーに言わ

れました。音楽の名手たちにも「ファイヤーザン・ビービー（女子につける敬称）、

あんたの娘はすごくなるよ！ 」と言われていました。その間に、母はジャミール、

グルファム、フェローズと三人の元気な男の子を次々に生みました。出産は母親

の体を苦しめ、打ちのめしました。

　それからだいぶして女の子のアルジュマンドが生まれました。彼女を生むのは

大変で、たくさんの出血があり、白いものが出てきました。助産婦ハフィーザが

来て、母のたれさがった腹部に暖かいタオルをあてていました。出産のときが近

くなり、彼女は近くの村からビブティ・デーヴィーを連れてきました。彼女は難
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産を扱うことで知られていました。二人で赤ん坊を引っ張りだしました。母親は

半分死にかかってふんばっていました。「ああ、アッラー」という声も力がなくなっ

ていました。ビブティが赤ん坊をきれいにしているとき、ハフィーザがナーニー

に「ろくでなし、くろいやもり！ 」とののしり言葉をささやくと、「お黙り、魔女。

あんたのよごれた口から、もうそのような言葉を一言も話さないでくれ。私のジャ

ハーン・アーラーに嫉妬の凶眼が向けられないように守るために、この赤ん坊は

ここにいるのだ」とナーニーにしかられていました。

　

　マッサージが始まったのは 8歳のときでした。助産婦ハフィザの小さいメー

リーは、私が寝る前に毎晩体を油でこする仕事を任されました。メーリーは私よ

り年上で、鼻やあご先にあばたがあり、色黒でした。胸が大きく、腰を振りなが

ら歩いていました。私の上に体を曲げ、両手を長く私の胸の上に置いていました。

よく笑って、ささやきました。「あなたの胸をザクロのように丸くするために、

私がどうするか見ていてください。胸が丸くなれば、男たちがみんな一列に並ぶ。

あなたが望まない男は私のほうに投げてくれればよい」。そう言ってから彼女は

悲しそうに見えました。

　「私のような女も…私たちにも炉火をたく権利がある」

　私はたいてい彼女のおしゃべりに注意を払いませんでした。彼女は使用人にす

ぎなかったからです！  マーリーが呼ばれたとき、アルジュマンドもムニも私の

ベッドに寝て、彼女のささやくような声を注意して聞いていました。弟のジャミー

ル、グルファム、フェローズたちはムンシー・チャーチャー（おじさん・父方の

おじ）といっしょに外のダーラーン（家の屋根がある玄関先）で眠っていました。

父はあいかわらずアヘン屈に行き続けていました。

　ナーニーは私たち五人全部を呼んで、『コーラン』を読ませました。ムニまで

がナーニーのベールのはしで頭をおおって、礼儀正しくすわっていました。男の

子は帽子をかぶっていました。ムンシーおじさんは厳粛な時間をだれにも邪魔さ

れないようにしようと戸口にすわっていました。ナーニーは彼がそこにいるのを

ちらっと確認していました。そのときにも彼がナーニーの夫ではないかと思いま

した。以前に彼女が横になっているとき、ムンシーおじさんが彼女の首の上にか
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がんでいるのを見たことがありました。私がいることに気がついてナーニーは大

きな声で、「あれー、虫は左目ではなく、右目に入ったのですよ」と言ったこと

があったのです。

　私にはマクタブ（学校）には行っていませんでしたが、男の子たちは行ってい

ました。少なくとも毎朝、家を出て行きました。しかしムンシーおじさんが男の

子たちのお気に入りの場所であるクァブリスターン（墓地）から連れて帰ってい

ました。そこで、友だちとギタスとティーン・パッティー（〔トランプ〕スリーカー

ドモンテ〔伏せられた 3枚のカードが何かを当てるゲーム〕）をよくしていたか

らです。「悪い子たちだ。死者を墓の中で休ませてあげなさい。悪魔のような遊

びで墓の神聖さを汚すと目をつぶされるかもしれない」とナーニーはわめいてい

ました。

　私は女の子のいるトーラー（地域）に行っていました。メターブ、ウルワシー、

サプナ、ディルダール、チャメリという友だちがいました。彼女たちもナーニー

（母方の祖母）がいたし、グングルー（鈴のついた足首飾り）をしていたし、トゥ

ムリーやダードラー（共に古典音楽の種類）ができました。イード（イスラーム

教徒の犠牲祭）や（ヒンドゥー教徒の）ホーリー祭にはお互いの家に行きました。

ホーリー祭では彼女たちの兄や弟は色のついた粉を私たちにこすりつけて、私た

ちの手や、体にさっと触れるどのような機会も逃しませんでした。

　ある夕方、私たちが遊びに出かけると、チャメリがいないのに気がつきました。

友だち全員が好きでしたが、チャメリは一番好きでした。私は二人の友情のしる

しと凶眼をさけるために彼女の手首に黒い糸を結んであげていました。カールし

た髪が顔にかかる美しい女の子でした。体が簡単に凶眼に負けてしまい、病気が

ちであると彼女の母親が教えてくれました。私は密かにアムロードン・ワラ・バー

の反対側に住む私たちの村のウラマー（イスラーム神学の導師・イスラーム教会

の学識者）、ピル・マンズ―ル・アリーのところを訪ねていったことがありました。

彼はくちびるを動かして、ナーニーのパーンダーン（パーン入れ）から盗んだ金

を彼が受け取る前に黒糸に勢いよく息を吹きかけました。チャメリは私を抱きし

め、死ぬまで糸をはずさないと約束したのです。
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　翌日、私たちみんなで歩道橋の近くでチャメリを待っていましたが、現れませ

んでした。私は絶望的な気持ちでした。彼女はどこに行ったのか、私はボーリー

おばさんにたずねました。彼女は太陽のもとにすわり、髪の毛を乾かせていまし

た。「ああ、インドール（マディア・プラデーシュ州西部の市）のマーシー（母

方の小母）の所に行った」と言われました。

　私は言い張りました。

　「いいえ、そんなことないわ。彼女は絶対に私をおいて、私たちに会わないで、

どこにも行かないわ。おばさん、彼女に何をしたの？  彼女をどこに隠したの」と

私はかん高い声を出したけれど、おばさんは私の面前でドアを閉め、家の中に入

りました。

　「恥知らず、チャメリを行かせればよい。よくもボーリーおばさんのところに

行って、迷惑をかけられるものだ。お母さん、この子をどのように扱えばよいの

だろうかね」と母は言って、祖母といっしょにあきれ果てていました。

　「おまえも行く準備をしなければいけない。私たちはおまえを食べさせるため

に昼夜、働かなければならない奴隷ではないのだから。ハラーミー（悪い子）」

　私は祖母のドゥパッターに顔を隠しました。祖母は私を胸に抱いて、私の顔と

目からよごれをふきとってくれました。

　「チャンダー、おまえは私たちのただ一つの希望なのだよ。おまえのアーミー（母

親）はおまえたち五人を生んだ。体力がなくなり、腹はたるみ、目のまわりには

黒いくまができている。それでどうやって稼げるのだい。暗がりでも男を満足さ

せることができない。おまえのアバー（お父さん）は彼女から金を絞り取ってし

まった。私の栄えた若いころはこの家には宝石屋を開けるほどたくさんの宝石が

あった。しかしビビヤーはそんなことがあったためしがなかった」

　祖母はひざの上に気持ちよさそうに置いている私の頭を軽くたたいて私を寝か

しつけていたので、半分は自分にむかって語られた言葉でした。

　「あんたのルスタム・マーマー（母方のおじ）がおまえのお母さんをチャクラー

（売春宿）に連れて行き、最高のガルワリー（客）に彼女を紹介した。きれいな

顔で、よい体をしていた。客が来るようになったときに、おまえのお父さんのサ

ルワルに会ったのだよ。価値のない男にね。甘い言葉と役に立たない詩で陥れら
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れたのさ。『おまえのためにだけに詩を作るのだ』と言われてね。『パーキーザー』

（「貞節者」。1972年制作の映画）のミーナー・クマ―リー（この映画に主演のイ

ンドの女優）のように（彼女が扮する映画の主人公のように）彼女は夢の世界で

生き始めたのだ。客に『パーキーザー』の中の歌〝パラクリー・フィー〟（パタ

パさせつつ）を歌ってくれとたのまれると、サルワルが作った眠たくなるような

ガザル（押韻する二行連句からなるアラビアやペルシャの抒情詩形）の歌を歌っ

た。興奮した血気盛んな男たちが、こんなのにどのくらい耐えられただろうか。

〝ジョーバン（青春）〟をたのむと、〝イシュク（愛）〟を歌った。そんなだから男

たちはだんだんと言い訳をして、断られるようになってきた。『ファイヤーザン、

娘は恋やつれしすぎている。男らしさを燃え立たせてくれるような輝いている娘

のほうがよい。市場にはたくさんの踊り子がいる』と言ってね」

　「その当時、カミーン（下位の部族）の中にはトラックの運転手のために沿道

のダーバー（簡易食堂）に少女を送り始めていたのだが、私たちの部族ではそ

ういうことは一度もなかった！  少女たちはそんなところに行く必要も一度もな

かった。買手がいつも家の戸口までやってきていた。キスメット、ベーター、キ

スメット（運命だ、息子よ、運命だ）。ルスタム・ママはビビヤーをグワーリヤ

ルとダーブラー間の道路にあるアランカール簡易食堂に連れて行き始めたのだ。

それでいくらの金を家に持って帰ることができるというのか。八人の家族を食べ

させねばならず、毎日スズメの涙ほどの収入。それでは絶対に充分でなかった。

絶対に。ムンシーが私たちのところにやって来たのはそのときだった。幸運の天

使のように。アッラーはどこからか何でもご存知でおられる」

　「ムンシーは、『ファイヤーザン、私はビビヤーがアランカール簡易食堂を行っ

たり来たり歩くのを見ることに耐えられない。朝、家に帰ってくると、歩けない

ほどだ。二人の女の子も大きくなっている。おまえがよく見て、二人を訓練すれ

ばよい。その間の数年間はおまえの世話を私にさせておくれ』と言って、ムンシー

が私たちの家に同居を始め、おまえのお母さんは主婦になったのだ。私たちベー

ディアー部族の間ではこんなことはめったにないことなのだ」

 *　*　*
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　「アッラー！  おまえたち二人を見てごらん。ムンニはタワー（〔チャパーティー

を焼く〕フライパン）のように黒いが、若さではちきれんばかりの体をしている。

どのようになるか、だれにもわかりはしない。彼女の運命（アッラーの意志）だ。

だがおまえの母親の胎内の汚れでおおわれた生まれたばかりのおまえを腕に抱い

たときから、私はアッラーの奇跡を見たのだ。おまえの目の最初の光で、真夜中

にマーハラージャ（インドの藩王国の藩王）、ホルカールの宮廷に連れていかれ

たスルタニ・ダーディー（父の母）のことを考えた。だから私はおまえを〝ジャハー

ン・アーラー〟つまり、〝世界を飾るもの〟と呼んだのだ。皇帝の娘、皇帝の妹、

詩人でシェーザディー（王女）と呼んだのだ。家族全部の責任を担う女と呼んだ

のだ。メリー・ジャーン（私のダーリン）、おまえも自分の名に恥じない生活も

することになるだろう！ 」

　

　チャメリは丸一年たってから帰ってきました。彼女が帰ってきたのを祝うため

にコミュニティー全体で祝宴があるとボーリーおばさんが知らせてきました。そ

の日がくるまで彼女に会えないとも言われました。私はどうしても早く会いたく

て、ボーリーおばさんが夕方、彼女が飼っている動物の世話をしているときにそっ

と家のほうに行き、窓から中に入りました。ベッドの下のところにある線香に火

がついていて、チャメリはその上に扇のように髪を広げていました。香気がいた

るところに漂っていました。私たちは抱き合って、キスをしました。私は彼女に

言ってやりたい不満が一杯ありましたが、彼女の今まで見たこともない姿に感動

し、一言も発することができませんでした。

　「男の人たちは香がよい髪が好きなの。わきの下や下半身にも線香の香を漂わ

せたの」と打ち明け、そこを指し示したのです。それから向きを変えて、光るス

リー・イン・ワンのラジカセのスイッチを入れると、ラター（インドの代表的プ

レイバック・シンガー〔映画の挿入歌の吹き替え専門の歌手〕ラター・マンゲー

シュカル）の歌が流れてきました。「インヒー・ローガン・ネー・リヤー・ドゥパッ

ター・メーラー」（同じ人々が私のドゥパッターを取ったのだ）。チャメリが立ち

上がると、新しい服が体にぴったりくっついていました。小さいブラウスは彼女
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の胸を押し出し、へそが見えていました。腹にはスパンコールをくっつけていて、

私が以前に彼女にあげた黒い糸を除いて、両腕はむきだしでした。細いスカート

は足首から太ももまで細長く裂けていました。足指と足首には指輪や足首の飾り

（アンクレット）をつけていました。

　彼女の踊りは私がウスタッド・ジーから習っていたものとは違っていました。

彼女の両目、両手、両方の胸、腰で招き寄せ、呼びかけていたのです。私は彼女

にほれこみました。彼女は祖母が話してくれる物語のアプサラー（天女）、パリー

（妖精）だった。彼女は体を曲げて、ブラウスから小さな包みを取り、「ジャンノー、

これはインダーロク（インドラの世界〔天国〕）に行くパスポートなの」と言って、

舌の上にそれをおいた。私も手の平を差し出して粉をもらいました。口に入れる

と、粉はにがかったけれど、突然に私の目はヘッドライトのようになり、チャメ

リの色や輪郭が光を放ち、口紅はきらめき、スパンコールはブルー・ダイヤモン

ドに、彼女の目のまわりのコール墨は黒い湖のようになったのです。私はそこで

溺れて死んでしまわないように、チャメリを不意につかんで、危害を加えるつも

りはなかったのに、彼女は悲鳴を上げて泣き始めたのです。

　ボーリーおばさんが突進してきました。その後ろに棍棒を持ったナリンとニ

ティン・バーイヤー（お兄さん）が続いて来ました。

　「ハラームザーディー（私生児〔ののしりの言葉〕）をつかまえろ！ 」と叫び、

私の腕を握って、引き離されました。私が最後にチャメリを見たのは、母親の腕

の中で泣きじゃくっている姿でした。飼い葉を入れた袋のように私はナリンの肩

にかつがれて連れ出され、私の家にドサッと降されました。

　「カバルダール（注意しろ）！  あんたの家のチョクリー（小娘）の面倒をみてくれ」

と言って、どっしりとした足取りで歩いて出て行きました。その後、祖母がムン

シー・ジーに「年齢になった」と話しているのを聞きました。お母さんは音がで

るほど私を平手でたたいて、懲罰としてむちで打とうとしましたが、祖母が合図

して、弟たちがさっと動いて、母の足をにぎり、私のしたことを許してくれるよ

うにたのんでくれたのです。

　何時間後かに祖母の枕で目をさましたとき、暗くなっていた。祖母はムンシー・

ジーに話していました。



インドの女性たちの肖像

－ 136 －

　「長く待ちました。あの子は 14歳で、一年ほど前に生理が始っています。結局、

この子もベーディアー部族の生まれです。革ひもでつないでおくことなどできな

い。『ナト・ウトラーイー』を即刻しなければいけない。シャルフ、あなたは私

たちのために充分なことをしてくれました」

このとき始めて、ムンシー・ジーが名前で呼ばれるのを聞きました。

　「ときどき私は自分を責めていました。どのようにがんばっても、娘のビビヤー

が生まれてから後、女の種が定着しなかった。男の子が次々と生まれ、小さなメ

スのチプカリー（やもり）もいなかった。ジャンノーは私たちのただ一つの希望

です。ダンダー（商売）を始めなければいけない。年齢が来た・・・血は遅かれ

早かれ流れる出口を見つけなければならない」

　ファイヤーザンのところの小娘の準備ができているという知らせがひろまり、

祖母はビービー・キー・ナザル（妻の贈物）をした。町の居住区域（マハッラ）

からの女たちが土製の大皿のまわりに集まりました。皿の中の牛乳と砂糖と米や

サゴヤシなどをたいたキールは銀のワラク（はく）で飾られ、アーモンドやピス

タシオナッツを気前よく振りかけていました。それは女性たちのためだけのもの

でした。ボーリーおばさんと彼女の友だちは、デーヴィー・キー・ナザル（女神

の贈物）と呼ばれるもう一つ別の豪華に盛り付けられ皿の料理を食べました。私

は黄色いクルターのシャツを着てすみにすわっていましたが、そこに女性たちが

みんなやってきました。体にはウブタン（香油）が塗られていました。私は抱擁

され、祝福されていました。硬貨が私の頭のうえにそそがれ、手首には黒や赤の

糸が結ばれました。祖母はビービー（妻）、すなわち、デーヴィー（ヒンドゥー

教のシヴァ神の配偶者でヒマラヤ山脈の娘パールヴァティー）に敬意を表して最

後の一口まで食べるようにと厳しく指示して、キールをうれしそうに皿から取り

分けていました。

　家の外では父は息子たちとすわっていました。取引を決めるためにやってきた

代理人たちとムンシー・ジーが話をしていました。私は 14歳で、できごとを理

解しておらず、鼻に刺し通した小さい銀のナト（ノーズリング・鼻飾り）を触り、

鏡の前に立って、鏡に向かっていろいろな変な表情をしていました。この大騒ぎ

は、「ナト・ウトラーイー」（ノーズリングを取る）とはいったい何なのだろうか
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と思っていました。

　「ファイヤーザン、おめでとう。ラージャ（〔インドの昔の〕藩王）サーヒブ（敬

称）が一番下の息子のためにという知らせがありました。あなたの娘の評判はニー

マチやマンドサウルまで広がっています。王の特別な従者が知らせを持ってきま

した。サルワルとターダー（冷たい飲み物）を数杯飲んだ後、全部のことをだし

ぬけに言い出しました。最初に、明日、バリー（式の前に花嫁におくる品物）が

届く。同じ御者がジャンノーを待つ。だれが同行するか？  メヘリが口を開けば

汚い言葉が出てくる。ビビヤーといっしょにハフィーザをやりなさい。ジャミー

ルとグルファムを従者といっしょにすわらせよう。藩王さまは少女が大家族なの

をよくご存知にちがいない」

*　*　*

　ナーニー（祖母）が私に教えてくれました。

　「今度のことはおまえのルクサット（別れ）だが、長くはないだろう。ジャミー

ルが数日で連れて帰る。お母さんとハフィーザが言うことをよく聞き、言うとお

りにしなさい」

　それから数時間、私はじっとすわらされて、体全部の毛を抜かれ、匂いのよい

香油を体に塗りつけられました。ハフィーザが毛を抜くためにより糸を取って、

私に陰毛を見せるように強制しました。「いやだ！ 」と言うと。ハフィーザは母

に苦情を言いました。

　「このしげみを人目にさらしたいのかい。恥だとは思わないのか。男が見ると

気分を悪くするだろう。あおむけになり、ハフィーザに仕事をさせなさい」と母

は言って、ハフィーザが糸を口にくわえ、それを器用に動かし、全部の毛を取っ

て、隠れていたピンク色のやわらかい肉が見えるまで、威嚇するようにそばに立っ

ていました。

　バラート（花婿行列）もないし、ニカーハ（イスラーム教徒の結婚式）もない

のにどうしてルクサットと言えるのかと夜になってから祖母に聞きました。

　「シー、私たちベーディアー部族は、バラートもニカーハもないのだよ。ルクサッ
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トがあるだけだ。バラートやニカーハがあるのは映画の中だけだ。本当はルクサッ

トがあるだけだ」と答えました。

　二日後になってやっと本当のことがわかりました。話し変わって、藩王（ラー

ジャ）さまの車はでこぼこ道で揺れ、私たちが体をゆすられながら進みました。

私はそれまで車に乗ったことがなかったのです。ガソリンの匂いで、体を車から

半分出して、吐きました。男たちが沿道の簡易食堂に入って行っている間、弟の

グルフィンとジャミールはとまったトラックの中で運転手ごっこをして遊び、彼

らは乗り物での移動を楽しんでいました。母とハフィーザはチャウカー（台所兼

食事室）にすわっているみたいに、おしゃべりをしていました。私だけが吐き気

をもよおしたり、吐いたりしていました。やがて運転手がブーゲンビレアの花が

美しくたれさがった大きな家のポーチコ（屋根付き・吹放ちの玄関先の柱廊）の

前に急に車をとめました。「こちらが政府上級官僚の居住区にあるお宅です。体

の具合がよくないので、彼女を中にお連れしてください」と親切に言ってくれま

した。

　また世話が始まりました。今度は服と装飾品でした。きつい服を着せられ、体

のすみずみまで香水がすりこまれ、腕輪、短い首飾り、ペンダント、イヤリング

が飾られました。赤やピンクで私の唇やほおを塗るために母がそばにいました。

ハフィーザが「この子は新品だ。このままにしておこう。自然なほうがよい。新

鮮に見える。新鮮な品物には二倍払ってくれる！ 」と言ったので、母はその主張

が正しいと考え、口紅をバッグにしまいました。それから私はきらきら輝く包みの

ように、客室に連れていかれました。「当然払うべきものを払ってもらうまで目を

大きくあけてはいけない。わかるかい？  一つ間違ったしぐさをすると、おまえを

育てるのに費やした年月は無になるのだ」と繰り返し私は忠告されていました。

　14歳の私がおもしろいことを経験する機を逃してしまうことなど本当は期待

できなかったのです。私の顔をかくす布の下から何度も盗み見をしていました。

数人の男が入ってきて、ソファーにすわるのを見ました。母が両方の側に息子を

立たせ、深々とお辞儀をしていました。

　「ビビヤー、ずいぶんたったな！  今、ジャハーン・アーラーのナト（ノーズリ
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ング・処女膜）を取り除くときだ。この手でおまえのほこらしい小さな鼻からナ

トを取り除いたのはこの間のような気がする。バレイ・アバがたいへん熱心にファ

イヤーザンについて話しをするのを聞いた。私たちの土地の四方の側 200コッス

（インドの距離単位。1コッスは約1-3マイル、あるいは1-5キロメートル）にわたっ

て、ファイヤーザン以上のランディー（遊女）はいないとよく言っていた。彼女

のナト・ウトラーイーの儀式の後、何十年たっていても、私たちに与える喜びは

純粋だと言っていた。それで私たちは彼の意を継いだのだ。そして今、次の世代

が同じ喜びを味わうだろう。包みを取って、おまえが持ってきたものを私たちに

見せてくれ！ 」

　私は男たちを満足させたに違いありません。立たされて、ドゥパッター（スカー

フ）を取らされましたが、母にしかられるのがこわくて、目をふせていました。

　「子供よ、目を開けない」と手で私の頭を傾け、言われました。「スブハーナッ

ラー（すばらしい）、スールジット、この目の色をみてみなさい。深海の緑のよ

うだ。オウムたちのハラーワルダスター（朝一番に一斉に飛び立つとき）の緑の

ようだ。私がこの深みで溺死する前にファルザンド・ミヤーンを連れてきなさい」

　後で祖母から藩王さまは社交上のたしなみの一つ、有名な詩人でもあると聞き

ました。

　「殿下、どうして最初に味わってみないのですか」とかすた声が私の頭上でし

たので目を開くと、私のまわりに三人の男がいました。藩王さまは大きい男で私

の顔の一番近くに立っていました。レンガ（腰に紐のあるゆったりしたスカー

ト）かスカートのようなものを着たもう一人の背の高い男といっしょに、スール

ジットと呼ばれる男が片方の少し離れたところに立っていました。さっきの言葉

はスールジットが言ったものでした。藩王さまが彼を見て、頭を振ったのでそう

だとわかりました。藩王さまは「チャンドニ、それならファルザンド・ミヤーン

はどうだろうか？ 」と彼の方を向きました。スカートをはいた男が近づくと、足

首のかざりがチリンチリンと鳴っていました。私が見上げると、チャンドニは装

飾品をいっぱいつけ、女装をした男でした。彼が私の頭に手を置いたので、恐怖

ですくみました。手を引っ込めたので、私の目を見て、こわがっているのに気が

ついたにちがいありません。チャンドが言いました。
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　「殿下が求められています。スールジット・サーヒブが言われたことは間違っ

ていません。殿下が最初に味わうべきです。この少女は娘になったばかりです。

ファルザンド・ミヤーンはご存知のように、性交で女性のリードが必要です。自

分からリードすることはできないでしょう。殿下が小さい遊女に性交の仕方を教

えるべきです。あなたさま以上によい教師はいません。殿下、ビビヤーのことは

私に任せてください。こうしたベーディアー部族は、幾世代にもわたって、あな

たさまに教えを受けてきたのです。もう少し教えてやってください」

　「チャル（行こう）、ジャンノー」と私は大きな手で腕をつかまれました。

　そうしてこれが「ナト・ウトラーイー」でした！  藩王さまは女装のチャンド

ニに合図しました。母は頭を下げて立っていました。グルファムとジャミールが

折り重なって寝ていました。マグリブ（モロッコ、アルジェリアなどの西方）の

アザーン（毎日 5回礼拝に人を呼ぶ声）が聞こえてきました。眠気で目が重くなっ

ていました。祖母とムンシー・ジーがいないのを寂しく思っていました。チャン

ドニが私を抱き上げると、体から強い花香油のにおいがしました。母が私のサン

ダルとドゥパッターを持って後ろからついてきていました。王の寝室につき、女

装のチャンドニが私をベッドに降ろし母に話していました。

　「ビビヤー、隠しだてすることはなにもない。ファルザンド・ミヤーンは弱い

のだよ。あらゆる場所が弱い」と言って、自分の頭と性器を指さしていました。「結

婚が来月で、相手の女性はパンナーのラージャ（藩王）、ディルダール王の長女だ。

アンワリ・ベイガム（イスラーム教徒の王女）と言って、17歳で、父親が目に

入れても痛くないほどかわいがっている。父親は結婚で性交が無事終われば贈物

としてパンナーのダイアモンドをうめた金属製の盆（ターリー）を贈ると約束し

ている。それなのにファルザンドは無邪気で、おめでたい。勃起したこともない。

夢の中だってそう。私はたくさんの男の子を見せて、彼を試してみたけれど、う

まくいかない。私は彼を自分の息子のように愛している。あなたのジャンノーに

彼の目を覚まさせてもらわなければいけない。でもこのハラームザーティー（不

義の子）はまだ子供にすぎない。ビビヤー、話を聞いて。あなたは娘のナト、処

女膜を取るためにここに彼女を連れてきた。だから藩王さまがその役目を果たし
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ます。彼は息子の童貞の性器が、他の男と交わって汚された少女の体に入ること

を許すことができない。だが、父親のもう着なくなった衣服を息子が着ることは

できる。私の苦労をこれ以上増やさないでほしい。藩王さまを受け入れるように

少女の準備をして、今すぐに！ 」

　このようにして、藩王さまがまだ青年のときに、性交が上手になって、婚礼の

夜の準備ができるまで、まだそのときまで処女だった母と昼も夜も寝たことがあ

る 45歳になった男に、私は 14歳のときにナト、処女膜を破られたのです。その

夜、多くのナト除去をみてきた先祖伝来のチャパルカート（蚊屋つりのついた寝

台）に私をやる前に、私の顔をじっと見て母に言われました。

　「一つのことを決して忘れてはいけません。あなたはシェーザディー（王女）

でも、ニーラム・パリー（ニーラムという妖精）でもなく、ベーディアーという

下級部族なのです。あなたは体が柔らかいかぎり、伝統的にずっとこの仕事をし

なければならないのです。あなたは幸運です。相手がアカハーラー（闘技場）の

ペハルワーン（力士）の場合だってありえたのですから。藩王さまが数夜であな

たを破るだろう。そうすれば、来月ファルザンド・ミヤーンが結婚する日まで彼

と遊ぶことができる。ちょうど 1ヶ月後におまえを連れて帰るようにムンシー・

ジーにむかえにこさせるから。出血が始まると、7日間は彼を近くにこさせては

いけない。それも彼の生理的要求をかきたてることになる。おまえを神のご加護

にまかせます。天使がおまえを見守ってくださいますように」

*　*　*

　藩王さまが蚊屋のついた寝台に上ってきたときはまっぱだかでした。母は去る

前に、私の頭をひざの上において、寝つかせてくれていました。私はたいまつの

明かりが顔にあたって目をさましました。そばに横になっている裸の人影に頭を

やさしくなでられていました。アンクレットのチリンチリンと鳴る音が聞こえま

した。暗闇の中の背の高い人影がチャンドニだとわかりました。男が一人寝台に

いて、去勢された男と子供が立っていたので、恐怖でいっぱいになりました。チャ

ンドニが私を腕にかかえると、また強い花香油のにおいがして、変な気持ちのよ
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いやり方で私の体が強い両手で触られるのを感じました。ナーニー（祖母）にさ

わられているようでした。

　血のついたシーツのためにレーシャムプラの私たちの小さい家に報奨金がきま

した。朝になってチャンドニは私を宿舎に連れて行き、破られ、傷ついた性器

をいやすために塩分の入ったお湯の洗面器を持ってくるように言いつけていまし

た。ヒリヒリしたけれど、私をしっかり支え、なぐさめ、痛みがなくなるからと

約束してくれました。

　外で太鼓の音が聞こえてきました。「何をしているの」と明るいピンクのシャ

ツを着た小さい少年にたずねました。

　「人々がイナーム（ほうび）をもらいにきた。物干し綱に私の血がついたシーツ

が広げられている。みんなはラージャ・サーヒブから謝礼をもらおうとしている」

　チャンドニの指示でこの小さいアフリダという少年は私の体の下のほうに油を

塗り、体の他のところをどろりとしたクリームでマッサージしてくれました。そ

うしてもらっている間に私はヒージュラーの宿舎にあるチャンドニのベッドで

ぐっすり眠ってしまいました

　2日目の夜に私を連れて行く前に、チャンドニは藩王さまの指示で母と祖母に

20袋の小麦と豆類を送ったということ、その翌日に 2頭の水牛、2頭の牝牛が届

くと教えてくれました。アスリー（本物の）ギーをパラーター（インドの料理）

に塗り、何杯も小椀でなめらかでやわらかいミルクを飲んでいるナーニーと母の

ことを考え、強い誇りを感じ、「ほんとう？ 」と心臓をどきどきさせてチャンド

ニに聞きました。

　「これはほんの始まりにすぎない。おまえのジョーバン（若さ）が老人にどの

ように役に立つか待って見ていなさい！ 」

　藩王さまとの私の最後の夜は好色というよりも思いやりがあるように思われま

した。彼は私のそばの床にすわり、どこにも性器を押し込もうとしないで、私の

体をなでていました。彼は服を脱ぎもしませんでした。彼の使用人がしばらく立っ

ていたけれど、手を振って追い払いました。アンクレットをつけ、重い深靴をはき、
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小さな胸に小さなブラウスを着たチャンドニだけが部屋に残っていました。私は

後で知ったのですが、大酒を飲むことからくる意気消沈で、藩王さまは床にすわっ

ていましたが、私はベッドに横になり、7日間のうちに私がどのような女性になっ

たのか知りました。私が腕を動かせば、あるいは足首の飾りをジャンジャン鳴ら

せば、感きわまって身につけている装飾品を何でも私に投げてくれました。明日

の夜になると、私がファルザンド・ミヤーンのところに連れていかれるという思

いのために、何度も手を伸ばし、チャンドニにグラスに酒をついでもらっていま

した。何度も繰り返して、「私はこの緑の目の中で溺れて死んでしまいたい」と

言われました。私を離そうとしないみたいに腕を握られていたので、夜が更けて

から藩王さまの手をそっと注意して離しました。

　チャンドニは次の夜、同じ蚊屋つりのついた寝台にファルザンドを連れてきま

した。藩王さまは私を息子の自由にさせるためにグワーリオールに出かけていま

した。ファルザンドは隠すものも、見せるものもなかった。チャンドニに言いく

るめられて、やっと私のそばに横になったのです。私より 3～ 4歳年上だったが、

体はまったく役にたたなかったので、彼がぐっすり眠ってからチャンドニに言い

ました。

　「何をしたらよいの？  あそこに何もないのに」

　「お黙り、ハラーミー（悪人）、二度と同じ言葉を聞かせなるな。ファルザンド・

ミヤーンはナーマルド（不能者）ではない。（去勢していない成長した）雄牛と

同じだ。いったいおまえは何のためにここにいるのだ。神に 2本の手と口を与え

てもらっているのは何のためだ。おぼえておけ、悪人、おまえは仕事をしなけれ

ばいけないのだ。私の子供が十分に性的に興奮するのをみたい。義務を果たさな

ければいけない。そうしてはじめて彼は私たちが期待していることをするのだ」

　「私が信頼し始めていた人からこんな辛辣な言葉を言われ、耐えられませんで

した。7日の間、チャンドニのことを祖母、母、ムンシー・ジーの代わりと思っ

ていました。涙がでて、くってかかっていました。

　「ナーニーのところに返して！  あんたなんか嫌いだ、あんたの藩王さまも、あ

んたのファルザンド・ミヤーンも嫌いだ」
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　私のほうにかがみこんだチャンドニも同じように泣いていました。長い間す

わって私を抱いて、話してくれたのです。

　「藩王さまは息子を殺すことを望まれたのです。私はタオルに生まれたばかり

のまだぬるぬるした赤ん坊を抱き、縮んだペニスを見た。ラーニー・サーヒブ（王

妃さま）は体力が消耗していて、ミルクを飲ませるのに乳母が自分の胸をしぼっ

ていたのです。ラーニー・マー（王妃お母さん）から厳しい命令があったけれど、

乳母から赤ん坊に彼女の乳を飲ませることを許してほしいと私はたのまれていた

のよ。だれにも話さないようにと乳母を口止めしたわよ。でも小さな赤ん坊に私

が何ができたでしょう。藩王さまが部屋の入口に立つと赤ん坊の裸をみせないよ

うにして、ファルザンドを母親の胸に抱かせ、部屋の外に出て言ったのよ。ご子

息の誕生を祝してから、へその緒が赤ん坊の首に巻きついていたとでっちあげの

話をして、まだ青くなっていて、息をしようともがいているが、しばらくすると

血色がよくなる。夕方には赤ん坊に対面できますと言ったの。作戦を練る時間が

ほしかったから」

　「夕方赤ん坊に対面すると、〝ハラームザーダー（不義の子〔ののしりの言葉〕）

を殺せ！  縮んだペニスだ！  私は恥で顔を上げることもできなくなる。ジャマロ

助産婦を呼べ。彼女のやり方は失敗がない。麻薬をひとつかみ母親の胸に塗ると

か、王室のベビーベッドの小さい枕を使うとか。助産婦を呼べ、このろくでなし

のヒージュラー〟と藩王さまからどなられたのよ。だから私はアッラーとムハン

マドに祈り、〝生まれたすぐのたくさんの男の子を見てきたけれど、こういうこ

とはよくあることで、大きくなるにつれて自然にもとにもどります。強く、きれ

いになるのを見るべきです、私に任せてください〟と説得して、なんとか納得し

てもらうことができた」と話してくれた。

　チャンドニは自分についても教えてくれました。

　「私が子供のとき、男の子でいるのが嫌いだったの。女の子の服を着て、長い

イヤリングをたらすのが好きだったから、男の子たちからは石を投げつけられた。

だから、家出をして、ヒージュラーのカーストに加わった。そのときにペニスを

つぶされた。とても痛かったけれど、もとには戻りたくなかった。ファルザンド・

ミヤーンの縮んだ小さな性器を見たとき、とてもたくさんの記憶を思い出し、彼
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を死なせることはできなかった。そして何年もたってしまった。ファルザンドは

きれいな少年に成長した。ハキーム・ジー（伝統医学の医者）が金色と銀色に光

る葉で包んだ灰で作った健康促進剤を与えた。ペニスのことは忘れて、体が成長

していくのを見て、私の報告に藩王さまは満足していた。王妃さまはドアに鍵を

かけてお湯を使わせながら、とめどもなく涙を流して泣いていたけれど、一言も

本当のことをもらさなかった。私は自分が生んだ子のようにあの子を愛していた。

でも今、時が来た。試されるときが。ジャンノー、できるだけのことをしてくれ。

婚礼の夜の準備をしなければいけない。この全部のリヤーサ（領地）が生き残れ

るかどうか、おまえにかかっている」

　このようにして娼婦（ランディー）と王子の奇妙な、口には表現できない関係

が始まりました。チャンドニが用心深く監視しているところで、一日中私たち

はいっしょに遊びました。ファルザンド・ミヤーンは人形と遊ぶのが好きだけれ

ど、だれも許してくれないと秘密を打ち明けてくれました。父親がおもちゃの銃

やバッテリーで動く戦闘機を買ってきたが、それらが嫌いで、人形を見せないで、

隠して持っていました。父親ラージャ・サーヒブに見つかって、人形をばらばら

にされてしまったことがあり、女の子の人形が好きなことを隠すようになったの

です。チャンドニだけが知っていました。彼は自分の腕をわざと切って血を流し

て、それを見せて、人形を戸棚から絶対に出さないようにファルザンドに約束さ

せていました。

　王子は私にこっそり打ち明けてくれました。

　「ぼくは人形を作るのが得意だ。本当の生きている女の人のような胸を作れる

のだよ。でもだれもぼくをひとりにしておいてくれない。あれこれ口実をつけて

いつもぼくの部屋のドアをたたくので、僕はあわてて、針で指をさしてしまうこ

とがよくある」

　私のナーニーは一番きれいな人形を作っていました。人形の頭の部分は、青い

目、金色の髪、ピンクの頬をした店で売っている人形の頭を使い、綿材と布を使っ

て体を作っていました。衣服を着せることでは祖母は他の人たちよりまさってい

ました。人形は金銀のシークイン（婦人服の装飾などに用いるスパンコール）の
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ついたガラーラーの服を着せ、ドゥパッターで顔をおおっていたが、額の宝石が

見えるような縫い方をしていました。金髪がドゥパッターで隠していると私はよ

く不満をいいましが、祖母は譲らないで、イスラーム教徒の王妃はこうなのだ、

わかるか、と言っていました。

　祖母の作ったきれいな人形をファルザンド・ミヤーンに見せることができたら

と、チャンドニに正直に話しました。

　「彼は気にいると思うから人形の入った私のピターラー（籠）を持ってきてく

れるように弟のグルファムにたのんでください」

　「ファルザンドとおまえが人形遊びをするのを私が危険を冒して許しているの

がわからないのか。なんでそんなことがたのめる。おまえは人形遊びをしにここ

に来ているのではないことを忘れるな。遊びをしていることを知られたら、何時

間もドアを閉めたままにしていることをみんな許しはしない」とチャンドニは怒

りました。

　それは楽しい毎日でした。人形と遊んだり、二人で遊んだり、一日中遊んでい

ました。結婚ごっこをし、私が花嫁になることもあり、ファルザンドがなること

もありました。私の全部の装飾品を彼につけ、彼のカールした黒い髪に私のドゥ

パッターをかぶせ、私はカジャルの棒で口ひげを描いて、花嫁の寝室に入りまし

た。ぐいと引いてドゥパッターを上げ、「おまえが持っているものを見せなさい」

というようなことを言うと、ファルザンドは目を光らせて、私に飛びついてきま

した。両手、両足をからませ、彼が私を身動きできないようにするまで、蚊屋を

倒してベッドの上で取っ組み合いもしました。幸せな状態で昼は夜に溶け込んで

いきました。

　チャンドニは必死になり、二人をいっしょに入浴させるようになりました。最

初は、私は両手で体を隠して縮こまっていました。

　「ジャンノー、おまえ、やってみてくれ。性的刺激を感じるようにならなけれ

ばいけないのだ。結婚式の夜に勃起して、セックスができなければいけない。ミ

ヤーンはおまえが好きだ。愛していると思う。きっと性に目覚めるはずだ。やっ

てみてくれ。そうでなければおまえも責任を取らされることになる」とチャンド

ニにたのまれました。
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　私は 14歳だったので、ほんの少しの間でも、忘れてしまうのは簡単でした。

藩王さまから教えられたことの記憶が頭に少し残っているだけで、あふれんばか

りの若さで忘れてしまっていました。チャンドニと同じように私もファルサンド

の味方になっていたので、王妃さまのメイドがたずねに来たときには、夜の激し

い運動で疲労困憊しているような振りをしました。

　3週間後、藩王さまが大邸宅に帰ってきました。息子のりっぱな性的能力につ

いての報告が宿所の全部から届きました。私もファルザンドを生かしておこうと

するチャンドニに協力していました。去らなければならない前の晩に、なぜ私の

体に触れないのか、私が嫌いなのかたずねました。

　「ジャンノー、きみを愛している。きみがいなくなるととても寂しく思うだろう。

僕は死ぬ思いをするのはわかっている。全世界で、きみはただ一人の友だちだ。

でもきみの裸を見ると、激しい嫌悪を感じる。どうか傷つかないでほしい。それ

はきみの問題ではなく、ぼくの問題だから。母は真夜中に僕のベッドに何人もの

メイドを来させた。ぼくを誘おうとしたが、裸の体を見ると吐き気がした。チャ

ンドニだけがぼくの気持ちをわかってくれた。たくさんのメイドが噂をするよう

になると、言葉が一人歩きをするようになると母に言ってくれ、やめさせてくれ

た。その時がくれば、全部うまくいく」

　私はファルザンドの頭を一晩中胸にだいていました。14歳でしたが、自分の

息子を抱いているように感じていました。

　翌朝早く、チャンドニとファルザンド・ミヤーンに涙ながらの別れを告げまし

た。私の目は泣いたのと睡眠不足で腫れていました。彼の結婚式の夜にどうする

のだろうか。若い花嫁は彼の願いをわかってくれ、秘密を世間にさらさないでい

てくれるのだろうか。あれ以上、私に何ができただろうか。私は仕事をし、少な

くとも一年間は暮らせる物を家族に与えることができた。私にとってこのナト・

ウトラーイー、鼻飾りを取ると言われる処女膜除去の儀式の後、たくさんの夜が

あるだろう。私は、娘が生まれ、その子が三つの小さいビーズのついた小さな銀

の針金を鼻に刺すようになるまで、稼ぎ働き続けることになるだろう。

　

・・・・・・・・・
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　年取った女性の声はかすれていた。沈黙があった。天までが耳をかたむけてい

るようだった。私は眠らずにいて、体のすべての神経をピンと張りつめていたが、

ジャンノー・カーラーはくつろいでいた。ゆっくり、穏やかにいびきをかき始め

た。私がここに来てから一時間はすぎていた。私は彼女の簡易ベッドで刻一刻輝

く星をみつめながら横になっていた。運転手が少し前にパンクが直り車の準備が

できていると伝えに来ていた。ジャンノーが話を終ったときに、レーシャムプラ

は真っ暗になっていた。泥壁のジャローカー（壁に作られた飾り穴のついた窓）

のむこうの手提げランプの光も消えていた。私は星が点在した空を見上げた。こ

の明かりが消え暗くなった村落にはベーディアー部族の少女たちの多くの物語が

あった。子供のときに私のダーディー（父の母）が「小さい女の子は生まれると

レーシャム（絹）の糸巻きのようだ」と話すのを聞いたことがあった。「おまえ

のことだよ」と私を寝かしつける前にいつも付け足していた。しかし、ここレー

シャムプラでは、少女たちは思春期に達する前であっても、肉体商人の荒い手で

裂かれて穴をあけられるのである。若いのに彼女たちは茎からしおれてしまうの

である。病気を移され、性の相手として強姦され、損傷を受け、すっかり体をこ

わして、レーシャムプラ（絹町）と呼ばれるやさしい落とし穴にドサッと投げ捨

てられるのである。

　ジャンノーは目を半分開いて眠っていた。私は彼女を起こさないようにそっと

ベッドから降り、待っている車のほうに歩いて行った。

付記
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