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セックスワーカー（以下 SW という）からの相談を受ける機
会のある相談員のみなさん、セックスワーク、セックスワーカー
についての幅広い知識・情報を身につけていますか？
もし相談員の方が、セックスワークの仕事の内容や環境、労
働事情をよく知らなかったり、セックスワークに対する偏見が
あると、当事者は話をしずらくなります。
また、相談者にアドバイスをする際に、社会防衛的態度（＝
当事者本人よりも、他者への感染の危険を危惧する態度）に
なる恐れもあります。
ぜひこの手引書を通じて、セックスワークの知識と、当事者
が抱える諸問題についての理解を深めていただければと思い
ます。そして、セックスワーカーが利用しやすい相談窓口づく
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りの一助となれば幸いです。

この冊子は、大阪府・地域医療再生基金により作成されました。
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性産業の構成と傾向
分類

名称
届出の出ている
営業所数
（2012年度）

非ホンバン産業

店舗型
ファッションヘルス
８２４件

通称
ヘ ルス、ファッション
マッサージ、イメージ
クラブ、性感マッサー
ジ、
ソフトSM

派遣型
ファッションヘルス デリバリーヘルス、
出張マッサージ
１８，
１１９件
キャバレー等
２，
７７４件

ピンクサロン、
○○サロン、
抜きキャバ

SMクラブ

SMクラブ

個室付浴場
１，
２３５件

ソープランド

接待型料理店

旧遊郭、
ちょんのま

ホンバン産業

街娼型

管理型
派遣型

自営型

業態
感染リスクの
対象となる業務内容

ディープキス、生フェ
ラ、
クンニ、玉舐め、
ア
ナル舐め、
６９、素股、
口内発射、顔射、AF、
ごっくん、3P、前立腺
マッサージなど
生フェラ、ディープキ
ス、
クンニ、玉舐め、
ア
ナル舐め、
69、
素股、
口
内発射、
ごっくんなど
SM業務専門行為

セクシュアルヘルス面に

営業場所
店舗内
個室ベッド

ホテル、
個人宅

店舗内座席

街娼、
立ちんぼ

ホテル、
個人宅

個人売春

セックスエンタ
テイメント産業

アダルトビデオ

アダルトビデオ

ストリップ劇場
１１６件

ストリップ 劇場（ダン
ス、
個別サービス）

スタジオ、
ホテル
上記のプレイが
ある所とない所がある

・本番強要
・非ホンバン風
俗のため、
お店
にコンドームが
風俗営業適
常 備されてい
正化法
な い ／ 常 備し
ずらい ／ 常 備
しては い け な
い。

店舗内個室、
ホテル、個人宅

店舗内個室

ディープキス、生フェ
ラ、
クンニ、玉舐め、
ア
ナル舐め、６９、口内
ごっく
料理店、バー、
スナック、 発射、顔射、AF、
ん
、
3
P
、
前
立
腺
マッ
クラブ等で待機
サージなど＋膣ペニ
ス性交
ホテトル、
デートクラブ

関連する
おける
法律
相談・悩み・抱えているリスク

劇場内

バイブや縄の
洗浄について

関連する
性感染症

安全環境・収入・立地面で比較的
安定した労働環境。既得権のた
め、店舗数が限られており、
（熟女
ヘルスを除けば）
20代の若い層が
雇用される傾向。

・フェラでコンドー
ムを使えない
・したくないサービ
スを要求される。

SW数が最も多く、
最もメジャーな
業種。
店舗型より出勤時間が自由

クラミジア、

10代〜50代まで幅広い層。一般
的な性風俗店と違い、
従業員の身
元確認が厳しくないところもたま
にあり、家出中や多重債務、DVな
どから逃げてきているケースも。

梅毒、

女王様の中には、自分のことを
SWと認識していない人もいる。

・性器がかゆい、
お
りものの変化
・すぐカンジダに
なる。

SWの傾向

淋病、
HIV、

・アメーバ菌による トリコモナス、
肝膿瘍の心配
カンジダ、

法的フレームによる、
支援・安全の限界
・コンドームは、本番
サービスの証拠とし
て、
違法行為の疑いを
かけられるため、
コン
ドームを常
備しにく
待機部屋がないところが
（ソープなど一部
多く、
SWが孤立傾向に。 い。
を除いて）
建 前 上 、飲 食 店 の た め
シャワーを設けられない ・風俗店を紹介したら
などの規制があり衛生面 斡旋と見做され、
場合
に問題。
によっては、風営法違
反幇助罪や職安法違
反になる恐れがある。

非本番産業よりも年齢層は高い
傾向

・風営法による風俗メ
ディアの情報規制に
スカウ
ト等を通して働く人が多く、
よって、
SWが事前に
ヘルペス、
・風俗求人広告出せない
・イソジンの使い
人身売買的なニュアンスで事件 ため、
詳しい労働内容や労
尖圭コンジローマ、
スカウ
ト頼りになる。
すぎによる喉の粘
がニュースになることがある。
働条件を把握しにく
膜の荒れ
ケジラミ、
・アンダーグラウンド
（違法） い。
Ａ・Ｂ・Ｃ型肝炎、 ・違法な裏風俗と言われ、韓デリ
・客に脅された
なので、助けを求めにくく、
り、本 番でコン ・喉の検査をしてく 赤痢アメーバ、 や連れ出しパブなど、外国人SW
泣き寝入りが多い。
・差別や偏見による被
ドームを拒否さ れるところがわか
が含まれてくる領域。
細菌性膣症、
売春防止法 れる、勝手にコ らない。
害。風俗の仕事に対
・オーナーは摘発を逃れる する、
ンドームをとら
社会の人々の理
外陰炎など
・派遣型本番産業は、
デリヘルより
ため、雇われ店長の場合 解の無さにより、問題
れる。
少し金額が高い。
近年増える傾向
・医者に仕事のこ
も少なくない。雇われ店長
を 抱え込 み や すく、
にある。
・ラブホテルで とを言いたくない。
自身も様々なもの を 背
様々な我慢や被害を
の密室空間で、
負っている方が多い。
・個人売春には、
出会い系サイトや
強いられている。
妊娠の不安、暴 ・何度も同じ病院
出会いカフェがあるが、援デリで
力、殺人等の被
・自己責任・自己安全管理
で検査しにくい。
は、
10代半ばの少女が働いている
害
の面が強い、後ろ盾の脆 ・オーナ−への教育訓
ケースも。
練、
第三者機関による
弱な労働環境。
・メンタルヘルス
チェック体制の不備
の問題
SWとAVの仕事の流動化が
みられる。
・労働契約がないた

風俗営業適
正化法

SWではなく
「踊り子さん」
というア
イデンティティが多い。希に生板
ショーで公然わいせつ罪で摘発
されることもある。

め、労災保険、失業保
険、病休手当の保障
がない。

※平成 11 年度厚生労働科学研究事業「HIV 感染症の疫学研究班報告書」
（桃河等）を平成 22 年に改訂（桃河等）したものを、さらに大幅に改訂。
※SW＝セックスワーカー、韓デリ＝韓国デリヘル、援デリ＝援助交際デリバリー。
※性産業には女性 SW だけでなく、TGSW が働くニューハーフヘルス／サロン／ソープや、男性 SW が働く売り専バーや出張ホストなどもある。また、数は少ないが、女性客を対象とした、女性 SW ／男性 SW が働く風俗もある。
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風俗お仕事用語集
【基本サービス】
基本料金で受けられる通常のサービス／プレイのこと。
サービス／プレイによってはできない子もいる。
ディープキス・・・・舌を入れながらキスすること。
全身リップ・・・・全身にキスすること。
フェラチオ・・・・ペニスを舐めたり、口の中にペニスを
入れたり出したりすること。また、コンドームを付けずに
そのままフェラチオすることを生フェラというが、ほとんど
の風俗店は生フェラが基本なので、フェラチオというと、
たいていは生フェラのことを指す。
クンニ・・・・ヴァギナを舐めること。
玉舐め・・・・睾丸を舐めること。
アナル舐め・・・・おしりの穴を舐めること。
パイズリ・・・・乳房にペニスを挟んですりすりすること。
６９（シックスナイン）
・・・・お客さんの顔をセックスワー
カーの性器の方へ、セックスワーカーの顔をお客さんの
性器の方へ近づけて、フェラチオとクンニを同時にするこ
と。
素股・・・・ホンバン行為が禁止されている日本特有の
疑似性交サービス。種類は多数あり、例えば…、
（正常位素股）セックスワーカーがお客さんの上に乗って、
ローションを使って性器どうしをすりすりしたり、すりすり
するように見せかけて手でペニスを握ってしごいたりす
る。
（バック素股）セックスワーカーが四つん這いになって、
お客さんが後ろからペニスをセックスワーカーの股の間
に挟んで腰を動かしたり、その体勢でセックスワーカー
が股の間のペニスを握ってお客さんが腰を振る。
（立ちバック素股）お客さんもセックスワーカーも立った
ままの状態で、お客さんが後ろからセックスワーカーの
おしりの付近の股の間にペニスを挟んで腰を振る。
NG・・・・できないサービスのこと
【オプションサービス】
基本サービス／プレイにはないサービス／プレイ。基本
料金の他、特別追加料金がかかる。ただし、以下のもの

でも、基本サービスに含まれている店もある。
ポラ・・・・ポラロイド写真撮影の略。セックスワーカー
の写真を撮って持って帰ることができる。顔出しできない
人は顔を手などで隠して映る。
パンスト・・・・パンストを使って以下のようなプレイがで
きる。例えば…、
（パンスト破り）セックスワーカーがはいているパンストを
破るプレイ。
（パンスト素股）セックスワーカーがノーパンでパンストを
はいて素股をするプレイ。
ペンライト・・・・プレイルームは薄暗いことが多いので、
性器をはっきり観たいときに使う。
パンプレ・
・
・
・パンティープレゼントの略。セックスワーカー
がはいていたパンティをお持ち帰りできる。
拘束プレイ・・・・縄や手錠などを使った SMっぽいプレイ。
口内発射・・・・セックスワーカーの口の中で射精すること。
顔射・・・・顔面射精の略。セックスワーカーの顔に射
精すること。
ベロ射・・・・口から出したベロに射精すること。
ローター・・・・卵形をしたバイブレーターの一種。

3P・・・・セックスワーカー 2 人とお客さん 1 人の 3 人に
よるプレイ。
店外デート・・・・通常は、お店に内緒でセックスワーカー
とお客さんが外で会ってデートすることだが、一部の店で
はコースとして設定されている。
○分コースといったよう
に、店内で遊ぶときと同じ料金がかかる。デートなので
長時間コースで注文する人が多い。ただ、このオプショ
ンは、身分証明書を提示した特別会員のお客さんしか頼
めない。
花ビラ・
・
・
・花びら回転のこと。花びらとは性器（ヴァギナ）
のこと。花びら回転というのは、例えば 30 分のうちに複
数のセックスワーカーが交代してお客さんにつくこと。高
円寺のピンクサロンで始まったと言われている。今では、
ヘルス系風俗店で、オプションのひとつのコースとして存
在するが、このコースがあるヘルス系風俗店は全体的に
少ない。熟女系ヘルスには結構多い。
キャンペーン企画（企画）
・・・・お店が集客を見込んだり、
話題性を集めるために考える企画。例えば「バレンタイ
ン企画！女の子の裸体にチョコ！舐め放題！」みたいな。季
節モノの行事に合わせたものだけでなく、
「祝！ワールド
カップ日本出場決定記念企画！」とかこじつけもいっぱい
ある。こうした企画があるほうが、風俗誌のほうも取材し
やすい。
【その他のサービス・用語】

オナ鑑・・・・オナニー鑑賞の略。セックスワーカーがオ
ナニーしているところを鑑賞できる。

即尺・・・・お客さんがプレイルームに来て、シャワーを
浴びずにすぐフェラチオをすること。

バイブ・・・・ペニスの形をしたバイブレーション付き大
人のおもちゃ。

即クンニ・・・・即尺の逆。シャワーを浴びる前にお客さ
んにクンニをさせるサービス。オプションとして設定され
ているところもある。

アナルバイブ・
・
・
・お尻用のバイブで、通常はセックスワー
カーがお客さんに使用する。
放尿プレイ・・・・セックスワーカーがおしっこするところ
を見ることができる。
（ちなみに、
おしっこのことを「聖水」という。SM 用語だが、
一部ヘルスでも使用する）

手こき・・・・手でペニスをしごくこと。
幼児プレイ・・・・
（たいていは）お客さんが赤ちゃんや
幼稚園児のようにセックスワーカーに甘えたりするプレイ。

AF・・・・アナルファックの略。アヌス（おしりの穴）にペ
ニスを入れること。

攻め・受け・・・・プレイにおいて能動的／主体的であ
ることと、受動的／受け身であること。ちなみに、受け身
ばかりで攻めようとしない、ただ横になってるだけのやる
気のない人をマグロという。

ごっくん・・・・口内発射の際、セックスワーカーが精液
を飲んじゃうこと。

顔面騎乗・・・・セックスワーカーがお客さんの顔の上
にまたがって、お客さんにクンニさせる（してもらう）こと。

着衣のままやることもある。
前立腺マッサージ・・・・お客さんのおしりの穴に指を突っ
込んで、前立腺といわれる性感帯を刺激すること。
吸い舐め・・・・ローションを（普通）背中に垂らして、
皮膚を吸いながら唇を滑らす技。元はソープでよく行わ
れているものだったが、今はマットヘルス系のお店でも
採用されている。
【セックスワークの小道具】
お仕事上、必要な道具。
ローション・・・・素股の時に使う。海藻からできていて、
ヌルヌルした糊のような液体。体には害がない。これを
ペニスにぬって手でしごくと、挿入しているような疑似体
験を味わえる。いちごやメンソールの香りつきローション
もある。
洗浄綿・・・・洗浄・殺菌効果のある濡れナプキンのよ
うなもの。ペニスが汚かったりするときに拭くために使う。
イソジン・・・・お客さんとのプレイが終わった後、のど
淋やクラミジアなどの菌を落とすためにうがいをするとき
使ううがい薬。原液でうがいをしては殺菌効果が落ちる
ので、ある程度薄めて使わなくてはいけない。プレイの
前にも口臭予防に使う。商品名だが、うがい薬の総称と
して使用。
グリンス・・・・消毒・殺菌効果のある液体石鹸。これで
ペニスを洗うと、性感染症の疑いのある人はしみて痛が
ることがあるという神話が、風俗業界ではまことしやかに
流れている。お客さんが性感染症に感染していないか確
かめるためにグリンスを使っているセックスワーカーがい
たり、お店が勧めたりしている。商品名なので、各種名
称がある。
スケベ椅子・
・
・
・椅子の下に手を入れてヴァギナやペニス、
アナルを洗ったり刺激したりできる椅子。元々はソープに
あるものだったが、マットヘルスにも進出。名古屋には
ほとんどのお店に置いてある。
くぐり椅子・・・・椅子の下に顔を入れられる。これもソー
プの道具だが、東京のヘルス系風俗店では池袋の「ス
イカ」などに置いてある。
コスチューム・・・・セックスワーカーが接客のときに着
る衣装。お客さんが自分の性幻想に合わせて選ぶことが
できる。着回しするのであまりキレイではないかも。
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セックスワーカーの脆弱性を高めるもの
フォーマル／
インフォーマルな
支援がない

セックスワーカーの
労働者としての権利
に関する一般社会の無理解

セックスワークの刑事弾圧
・店舗型風俗店の取締り
・風俗嬢の犯罪化

セックスワーカーの脆弱性を高める
●「デリヘル化によるリスク増大」
1999 年、改正風営法施行によって、派遣型風
俗店がメジャーになった。店舗型風俗店では、
客からの被害に遭いそうな時、すぐに店内にい
る男性従業員に助けてもらうことができたが、
デリヘルでは、客のいるホテルや自宅が労働現
場になったため、危険性がより増した。
参考データ：2000 年〜 2011 年に、ラブホテ
ルで起きた凶悪犯罪件数、刑法犯罪件数の総
数 26772 件。そのうち殺人・強盗・監禁・強
姦等の凶悪犯罪件数は 2043 件。殺人件数は
76 件、強盗件数は 531 件という内訳である。
●「風俗嬢への風営法幇助罪の適用によるセッ
クスワーカーの犯罪者化」
2004 年、風俗嬢が無許可店で働いていたとい
う理由で、初めて風俗嬢に風営法違反（幇助罪）
が適用された。無許可店で働いている風俗嬢
が犯罪者として扱われることになり、このような
扱いになると、たとえ被害に遭ったとしても訴

え出ることが難しい。
犯 罪 化 によって増 大 する当 事 者 の 脆 弱 性と
は・・・1. 労働者の違法化により、雇用主や
客から脅されたり、弱みを握られやすくなる。
2. 被害者の救済という観点が失われる。
●「風俗メディアの情報規制によって、セックス
ワーカーが事前に労働内容を把握しにくい」
1999 年の改正風営法施行により、違法な風俗
店の広告を掲載した風俗雑誌、メディアは、よ
り厳しく罰せられるようになった。求人広告の
記載内容が曖昧化され、求職する人にとっては、
仕事に就く前に仕事内容を正確に確認すること
ができない。仕事の現場に行ってはじめて労働
内容を確認することになるため、自分にとって
安全で健康に働ける職場がみつかるまで試行
錯誤を繰り返すことになる。また、上記の理由
から、どこで安全に働くことができるかについ
ての情報共有さえもオープンにできない（“斡旋”
に抵触する恐れがあるため）。

●差別・偏見に伴う被害がなくならない。
●仕事でケガや病気になっても労災認定がおり
ない（店が労災保険に入らない）、病休手当や
給料保証もない。
●労働現場の安心・安全のチェック機能を果た
す第三者機関やガイドラインがない。
●風営法による改築改装制限があることによっ
て、防災、耐震の措置が取れない。
●風営法による店舗型風俗店の出店制限によっ
て、性的サービス提供のある “料亭・旅館” は
風俗店として届出できず、風俗求人広告では労
働内容を表記できず、スカウト頼みが多い。
●外国人セックスワーカーの抱える重層的な困
難の深刻化。（10 〜 12 ページ参照）
●しばしば持ち上がるセックスワーク弾圧と親
密性のある客の処罰化・買春抑止の考え方は、
セックスワーカーが客を警察から守るようにして
働かなければならなくなったり、自前で客を調
達しなければいけなくなることを意味する。

４

セックスワーカーの性感染症に関する調査

①

【調査概要】
●期間／ 2009 年 12 月〜 2010 年 2 月●地域／横浜、東京
●労働形態／店舗型・派遣型風俗店●サンプル数／ N＝357（有効票）
●回収方法／アンケート用紙への記入方式

厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業個別施策層（とくに性風俗に係る人々・移住労働者）の
HIV 感染予防対策とその介入効果に関する研究（研究代表者・大阪府立大学・東優子）より
●回答者の年齢は、16歳から54歳までの間
で、平均33.15歳。性風俗で働き始めてからの
年月は、1か月未満から20年までの間で、平均
約4年。
不明2%
10代2%

50代前半1%
40代後半
7%

20代前半
13%

40代前半
10%

20代後半
15%
30代後半
23%

30代前半
27%

●現在のお店で提供しているサービス（複数回答n＝347 ）

●HIV抗体検査の受検率 HIV抗体検査の受検状況（N=354）

手でペニスを刺激する 98.8%

受けたことがない

ディープ・キス 96.5%

受けたことがある 75.7%

フェラチオ 95.4%

1週間以内

1.5%

睾丸を舌で刺激する 95.1%

1か月以内

26.0%

素股（すまた）95.1%

2か月以内 14.7%

クンニ／クンニリングス 92.8%

3か月以内 10.2%

かかりつけの医院／病院

男性の指を膣あるいは肛門に入れる 91.1%

半年以内

郵送検査キット 16.7%

口内射精 91.1%

1年以内 15.5%

お店の契約している医療機関

肛門を舌で刺激する 79.0%

それ以外 16.2%

保健所

派遣型ヘルス 318 人 /90%
店舗型ヘルス 182 人 /51%
キャバクラ 119 人 /33.6%
ピンクサロン 93 人 /26.3%
ソープランド 58 人 /16.4%
個人売春 43 人 /2.1%

素股（N=326） 54%
フェラチオ
（N=330） 56%
口内射精（N=322） 70%
アナルセックス
（N=95） 21%
ホンバン
（N=56） 14%

15.8%

58.0%

16.0%

7.8%

●HIV 以外の性感染症検査の受検率（N=344）

ホンバン
（本番）10.4%
その他 3.5%

受けたことがない

コンドームを使う必要のないサービス内容だったから 81%
お店から
「ナマでしろ」
といわれているから 8%

1週間以内

1.7%

1か月以内

30.0%

2か月以内 18.5%

男性が勃起しにくく，
あるいは勃起を維持しにくくなるから 7%
相手が嫌がったから 4%
他の避妊方法（ピル・リングなどの妊娠予防策）
をとっていたから 4%

相手が好みの人だったから 1.5%

12.8%

受けたことがある 87.2%

●「コンドームを使用しなかった」理由

相手が「どうしても」
と、
しつこかったから 1.5%

●コンドームを使用しないプレイ（複数回答）

●HIV 抗体受検場所

前立腺／アナルマッサージ 55.6%
アナルセックス 22.8%

●これまでに経験したことのある
性風俗の仕事内容（現在を含む複数回答）

22%

●受検場所

3か月以内 10.4%

かかりつけの医院／病院

半年以内

郵送検査キット 17.2%

15.2%

65.7%

1年以内 13.5%

お店の契約している医療機関

それ以外 10.8%

保健所

15%

1.7%

相手が馴染みの人だったから 5%
指名を取りたかったから 2%
お店にはコンドームが常備されていないから 1.5%
お店でコンドームの使用が禁止されているから 1.5%
その他 4.5%

※平成 12 年度厚生労働科学研究事業「HIV 感染症の疫学研究班報告書」
日本在住の SW における HIV,STD 関連知識・行動及び予防・支援対策の
開発に関する研究（グループ長・池上千寿子）では、
「フェラチオでコンド
ームを使わない・使えない理由」で最も多かったのが、
「店で決められて
いるから」と「客が望むから」であった。

５

セックスワーカーの性感染症に関する調査

【調査概要】
●期間／ 2009 年 12 月〜 2010 年 2 月●地域／横浜、東京
●労働形態／店舗型・派遣型風俗店●サンプル数／ N＝357（有効票）
●回収方法／アンケート用紙への記入方式

②

●不快な経験（N=354）
相手の望む性行為に応じなかったため､相手が不機嫌になった 60.5%

一般女性よりも、セックスワーカーのほうが、

相手の容姿や性格がいやだった 54.5%

性感染症に関する知識が高い！

性器のかゆみやおりもの(膣分泌液)の変化があった 48.9%
自分の中で､精神的苦痛が残った 46.9%

●エイズ関連知識（n=400）

自分がしてほしくない性行為をされた･させられた 42.1%

平成 12 年度厚生労働科学研究事業「HIV 感染症の疫学研究班報告書」
日本在住の SW における HIV,STD 関連知識・行動及び予防・支援対策の
開発に関する研究
（グループ長・池上千寿子）
より。

相手に見下したような態度をとられた 41.5%
性感染症（性病）にかかった 30.2%
相手に､自分の容姿や性格を悪く言われた 28.0%
相手から､ストーカー行為（つきまとい）
をされた 21.2%
妊娠したかもしれないと､心配した 19.5%

100

SW

一般集団

80

勝手に写真やビデオをとられた 14.1%
自分ではコンドームを使いたかったのに､使わずにセックスをした 10.5%

60

暴力をふるわれた 7.3%
事前に約束していたお金を払ってもらえなかった 6.5%

その他､いやな経験をした 7.6%
上記であてはまる経験は何もない 5.1%

日本のHIV感染者は増加

治療薬の進歩でAIDS発病遅延

日本のHIV感染は性行為感染

治療薬の進歩でAIDS完全治癒

HIVはプール・風呂で感染

HIVは母子感染する

淋病は性行為で感染

梅毒は性行為で感染

クラミジアは性行為で感染

ヘルペスは性行為で感染

STDは口ー性器で感染

STDは性器ー口で感染

HIV-STD相互作用あり

HIV感染は外見で不明

▶すべての行為におけるコンドーム着用の徹底

STDは常に症状あり

▶店舗型のお店

HIV検査︑感染数日後判明

▶客の理解と協力、客の素性（個人情報）

保健所︑無料匿名HIV検査

▶無料検査の提供、信頼できる医者・病院

パイプカット男性からSTD感染

▶お店のサポート、
フォロー、頼れる従業員

0

口内発射後うがいでSTD感染

〜風俗嬢たちの声（抜粋）〜

20
ピルでSTD予防可能

●風俗嬢が安心・安全に働くためには、何が必要と思うか？

40

正解率︵％︶

勝手に自分の名前や連絡先（アドレスなど）
を外部に流された 2.0%

▶女の子の意識向上、検査に行くこと
▶労働組合、相談機関
▶底辺の仕事という社会通念・見下しを変える

６

セックスワーカーの性感染症に関する調査

③

セックスワーカーだから
リスキーなセックスをしているというのは間違い
金銭の授受を介した性行為の経験（n= 3 2 1 ）

金銭の授受のない性行為の経験 （n= 2 , 1 7 9 ）

68.8%

23.1%

30.3%

自分ではコンドームを
使いたかったのに、使
わずにセックスした

30.4%
20.6%

妊娠したかもしれない
と、心配した

20.2%

セックスのあとに、性
器のかゆみやおりもの
（膣分泌液）の変化が
あった

＜参照＞
野坂祐子・内海千種・東優子・徐淑子・渋井哲也 ,2008,「青年期女性における金銭が介在す
る性行動とセクシュアルヘルスの問題−携帯電話の web アンケートを用いた調査から−」,『日
本の性娯楽施設・産業に係わる人々への支援・予防対策の開発に関する学術的研究』, 厚生
労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業（主任研究者 東優子）平成 19 年度総括・分担
報告書」,28-38 頁

金銭の授受を介して性的サービスを提供

「比較しているサンプル数の差異」や「サ

する人口層であるセックスワーカーは、

ンプルの代表性」といった調査研究の

しばしば「リスキーなセックスをする性感

限界からこの結果を直ちに一般化するこ

染症拡大の温床」といった漠然とした負

とは困難であるものの、金銭の授受を

のイメージを持たれています。しかし、

介したセックスをする人（＝セックスワー

本当に金銭の授受を介したセックスは性

カー）だからリスキーなセックスをして

感染症予防の観点からリスキーと言える

いるというのは間違いであると指摘する

のでしょうか？この問いへの答えとして、

ことが出来るでしょう。性感染症予防に

携帯電話の web アンケートを用いた 18

おいてより優先される問いは、
「セックス

歳から 29 歳の女性（N=2,264）に対す

ワーカーか否か？」ではなく、
「その人

る調査研究（野坂ら 2008）を参照するこ

がどのようなセックスをしているのか？」

とが出来ます。この調査では、
「金銭の

なのです。この理解は、漠然としたセッ

授受を介した性行為」よりも「金銭の授

クスワーカーに対する負のイメージを乗

受のない性行為」の方がリスキーな経験

り越えて、具体的な性感染症予防啓発

につながっていることが明らかにされて
,

,
につなげるための重要なポイントと言え

います。

るでしょう。

７

サービス別アドバイスの流れ
スマタ

クンニ

フェラチオ

本番

性器接触

ある・なし

コンドームは、使える・使えない

ある・なし

ある

なし

ある

なし

使える

unsafer

safer

unsafer

safer

safer

性器接触のない安全なスマタ
や 体 位 の 紹 介 を す る（「完 全
はたらきかたマニュアル」p.8
〜 16 参照）。

アナル舐め
ある・なし
ある

なし

unsafer

safer

「完全はたらきかたマニュア
ル」p.14,16 に 書 い て い る、
コンドームを使う方法を教え
る。

・できるだけ他の安全なプレ
イで時間を稼ぐ。
（「完全はた
ら き か た マ ニ ュ ア ル」p.8 〜
16 参照）。
・時間を置かずに、できるだ
け早く洗い流す。しかし、ボ
ディーソープで洗いすぎると
良い菌まで洗い流してしま
い、免疫が落ちてよくないの
で、洗 う 回 数 が 多 い 場 合 は、
ボディーソープはあまり使わ
ないようにすること。どうし
てもボディソープを使いたい
ときは、弱酸性のものを使う
こと。

使えない

コンドームを使う言い訳集や
安全なうまいやり方を教える
（「はたらきかたマニュアル」
p.17 〜 20、「完全はたらきか
たマニュアル」p.14 〜 16）

SWASH よりお取り寄せください。あるいは Web サイトでもご覧いただ

なし

safer

unsafer

※「はたらきかたマニュアル」および「完全はたらきかたマニュアル」は、
けます。

ある

コンドーム
使える

コンドーム
使えない

safer
使いたいけど
使えない

店選びの
選択肢がない

使えるけど
使わない

正しい知識を
伝える

店選びの
選択肢がある

SWASH に相談
面接で落ちない方法等
SWASH に相談
※本番でコンドームが使えても、
性器ヘルペスは完全に防げない

８

セックスワーカーの STI 勉強会のまとめ
・・・これまで SWASH で行ってきた、セックスワー

にし、お客さんに主導権を握らせないようにする。

策の紹介。

を見せる方向で上に乗れば、死角になり、安全な

カー向け HIV/STI 勉強会で得られた、性感染症対

【コンドームなしのフェラチオ対策 】

●「はたらきかたマニュアル」に掲載している “お
客さんへの断り方言い訳集”、“お店の人に協力し
てもらうやり方”、“市販されている口内炎用シー

ルの使用” の紹介のほか、実践的に、コンドーム

を口に含んで、お客さんにわからないように装着
する。

●生でしなければいけない場合は、つばをたくさ
ん出す。喉の粘膜に当たらないようにする。
【アナル舐め対策】

●コンドームを自分の舌に被せて、なめる。その際、
指にもコンドームをつけて、指でアナル周辺を刺

激しながらやると、よりごまかし効果が出てよい。
●コンドームの代わりにサランラップを用意して

おき、お客さんにバレないように舐める直前にア
ナルに貼ってみるのもよい。

●上記のいずれにもローションを大量に使うこと
で舐めているという擬似的な演出をする。
【素股の際の性器どうしの接触対策】

●お客さんの性器は太ももの付け根あたりに接触

させるようにする。なるべく自分が上に乗るよう

特に、上に乗った状態で、お客さんからみて背中
状態をより保つことができる。
【口内射精対策】

●性器の射精部位（亀頭）を手で隠しつつ、射精
寸前に、性器を唇の横につけて、口に入れている
ようみせかける。射精後は、口から精液が出たか

のようにみせる。手と髪の毛で死角を作ることが
重要。

●射精時に口に性器を入れなければいけない最悪

の事態になった場合は、舌の裏で精液を受け止め

【その他】

●部屋を明るくし、ペニスの状態や匂いをチェッ
ク。

●タオルを共有したら毛じらみ感染の危険がある。
●コンドームを口に入れたまま話せるようになる
には練習が必要。

●コンドームをつける前に、すぐとれないように
ペニスについたローションをティッシュでふくよ
うにする。

●口内炎など口の中に傷がある場合は、薬局で売っ
ている口内炎に貼るシールを使う。
●口臭のきつい人は歯周病の恐れ。

るようにし、なるべくのどの粘膜に精液が付着し
ないようにする。

【コンドームとセペ】

●味つきのコンドーム：挿入時に使うことは、ヴァ

ギナの中を荒れさせることになったり、カンジダ
になるかもしれなかったりでよくない。

●店やホテルにあるコンドーム：使用期限切れも
ある。普通サイズしかない。普段から、大中小の
サイズのコンドームを持参したほうがいい。

●セペ（膣内洗浄の精製水）：水を注入することで

入り口にあった菌が奥に行ってしまう恐れがある。
また、洗浄のし過ぎは、膣炎やカンジダになりや
すくなる。

【検査や病院についての悩み】

●喉の性感染症検査をしてくれる病院を探す
のが大変。
●病院で検査してくださいというだけだと、
保険がきかないし、同じ病院で何度も検査し
てくれないと言われたから、あちこちまわら
なきゃいけない。
●馴染みのある病院やお医者さんは行きやす
いが、保健所は敷居が高く感じる。時間もな
かなかあわない。

９

外国人セックスワーカーと法的状況
外国人セックスワーカーに関する法律
（１）売春防止法
2012 年 1 年間に日本で売防法の勧誘罪で検挙され
た人数は 230 人で、そのうち外国人は 35 人である。
検挙された外国人を国別にみると、中国人、タイ人、
台湾人、韓国人等。
（２）風俗営業適正化法
雇用主は、セックスワーカーの在留資格、期間、就
労資格についての確認義務。旅券や外国人登録証明
書の写し保存義務を怠ると、100 万円以下の罰金と
なる。
（３）人身売買禁止法（刑法の人身売買罪）
2013 年度の人身売買被害者総数は 17 人（そのうち
日本人は 10 人）。ここ 4 年の傾向として、被害者は
外国人より日本人が多くなってきている。
（４）入国管理法
在留資格のある者、特別永住者以外の外国人が日本

で働く場合、性産業に従事することは、不法就労と
みなされ、強制退去となるが、人身売買被害者は、
上陸特別許可および在留特別許可の対象。婦人相談
所や民間のシェルターに一時保護され、IOM（国際
移住機関）や国費送還による帰国支援や、母国での
社会復帰支援を受けることが可能。
（５）法務省の基準省令
2005 年以降エンターテイナービザが厳格化。2012
年にホステス等接客により、入管法違反の不法就労
で強制退去となった外国人女性の数は、1,251 人で
あった（強制退去となった不法就労者全体の約 15%
を占め、女性の不法就労者中では最も多い）。
外国人セックスワーカーたちは、安定した立場を得
るために試行錯誤している。
日本人と
結婚すれば
↓
結婚ビザ

日本人との
子どもがいれば
↓
永住ビザ
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外国人セックスワーカーの法的不安定さと疫学的脆弱性の関係
外国人セックスワーカー調査から
得られたこと
●夜の仕事で働く外国人女性は、中国、韓国、フィリピン、
台湾、タイ等が多い。セックスワーカーでなくホステス
として働いていることもあるが、セックスワークのボー
ダーラインはあいまい。

●エステ、マッサージとして営業するお店が、セックス
ワークなのかどうかの線引きは難しく、混在している。

●外国人 SW の多くは、HIV 予防的な働き方よりも、警

察や入管の摘発関連情報のほうが気になる情報であり、
安定して働ける職場を求めている。また、お店でのコン
ドーム常備が、違法な売春の証拠として摘発の恐れがあ
るため、コンドームの携帯は困難な問題である。

●警察・入管による監視強化、近隣住民による通報キャ
ンペーンなどの影響で、特に不安定な立場で働く外国人
は、外出や移動、病院に行くことにも慎重になる。

●店のオーナーや客などから、社会的立場の弱みを握ら
れ、ハイリスクな性サービスを強要されることがある。

●結婚ビザのための安定的な支払いができないと経済的

に追い詰められる。中には、結婚関係を維持するために
DV 被害の中でも我慢し続ける当事者もいる。

●以上のような事情により経済的・社会的不安定な状況
に追いつめられると、より効率的で短期間で稼げる店を

求めて、ハイリスクな働きかたをする人もいる。コンドー

ム使用／不使用の風俗店のギャラの格差は店によっては
2 〜 3 倍。

●興行ビザでの来日隆盛期 80 年代末〜 90 年代に、日
本で結婚したフィリピン人女性たちは高齢化。2005 年
の法改正によるフィリピンパブの壊滅は、彼女たちの仕

事を激減させ、永住者でも離婚経験者が多いので、貧し

いひとり親家庭が多い。保険料未納による保険未加入、
生活保護受給条件、無料診療条件の厳しさから、医療ア
クセスが困難になるケースも。
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セックスワーカーへのアウトリーチ
性産業へのアウトリーチ、予防介入をするときの難
しさや配慮について書いてみました。プロジェクト
を実施する時の参考にしてください。
信頼構築の難しさ
警察や入管と疑われる／ NGO 団体、啓発団体とい
うと急に話さなくなる・連絡がとれなくなる／信頼
関係を築いても摘発によって店がなくなる
他のことで時間をとられる
アウトリーチスタッフを働かそうとして別のところ
に連れて行こうとする／客に会わされる／働く人手
が足りないとあちこちから言われて話ができない
労働事情やオーナーの無理解
SW を外に連れ出して話すのが難しい／客が入ると
中断される／話し中にオーナーが付き添おうとする
／ SW が了解してもオーナーが了解しない
アウトリーチスタッフの身の危険
店の男性従業員からの脅しや嫌がらせ／警察が来た

ら SW や店の関係者と間違えられて逮捕される危険
性
アウトリーチに必要なこと
・スタッフの名前とプロジェクトの住所、所属先に
ついて明らかにし、プロジェクトの目的・方法・ア
ジェンダ・スポンサーについてのコピーを持参する。
・プロジェクト実施の意義の根拠、当事者にとって
のリスクと利益、リスク軽減の努力について説明す
る。
・外国人 SW に対するプロジェクトの場合は、SW と
同じ出身国の支援グループにもプロジェクトに参加
してもらう。
・アウトリーチワーカーと通訳の事前研修。
・SW 当事者の利益となるマテリアルや情報の提供。
・SW 当事者の個人情報を持ち歩かない。
・SW 当事者と友達になる。
・スタッフどうしの危機管理。
・店舗オーナー、客引きの男性、周辺ビジネスなど
との横の繋がりを広げる。
・各分野の専門家との関係確保。
・服装は威圧的でない格好にする。
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