
性産業の構成と傾向

※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。

分
類

名称 通称
業態

感染リスクの
対象となる業務内容 営業場所

関連する
法律

セクシュアルヘルス面に
おける

相談・悩み・抱えているリスク
関連する
性感染症 SWの傾向 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
い。（ソープなど一部
を除いて）

・風俗店を紹介したら
斡旋と見做され、場合
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。

・風営法による風俗メ
ディアの情報規制に
よって、SWが事前に
詳しい労働内容や労
働条件を把握しにく
い。

・差別や偏見による被
害。風俗の仕事に対
する、社会の人々の理
解の無さにより、問題
を抱え込みやすく、
様々な我慢や被害を
強いられている。

・オーナ－への教育訓
練、第三者機関による
チェック体制の不備

・労働契約がないた
め、労災保険、失業保
険、病休手当の保障
がない。

待機部屋がないところが
多く、SWが孤立傾向に。

建前上、飲食店のため
シャワーを設けられない
などの規制があり衛生面
に問題。

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。
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
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。

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。

SWとAVの仕事の流動化が
みられる。

クラミジア、
淋病、HIV、
梅毒、
トリコモナス、
カンジダ、
ヘルペス、
尖圭コンジローマ、
ケジラミ、
Ａ・Ｂ・Ｃ型肝炎、
赤痢アメーバ、
細菌性膣症、
外陰炎など

・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。

・性器がかゆい、お
りものの変化

・すぐカンジダに
なる。

・アメーバ菌による
肝膿瘍の心配

・イソジンの使い
すぎによる喉の粘
膜の荒れ

・喉の検査をしてく
れるところがわか
らない。

・医者に仕事のこ
とを言いたくない。

・何度も同じ病院
で検査しにくい。

・メンタルヘルス
の問題

・本番強要

・非ホンバン風
俗のため、お店
にコンドームが
常備されてい
ない／常備し
ずらい／常備
してはいけな
い。

風俗営業適
正化法

風俗営業適
正化法 

スタジオ、
ホテル

劇場内

店舗内座席

ホテル、
個人宅

店舗内
個室ベッド 

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

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

デリバリーヘルス、
出張マッサージ

ピンクサロン、
○○サロン、
抜きキャバ 

ストリップ劇場（ダン
ス、個別サービス） 

ストリップ劇場

アダルトビデオ 

８２４件

１８，１１９件

２，７７４件

１１６件 

キャバレー等

派遣型
ファッションヘルス 

店舗型
ファッションヘルス 

非
ホ
ン
バ
ン
産
業

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。

バイブや縄の
洗浄について

店舗内個室、
ホテル、個人宅 SM業務専門行為SMクラブSMクラブ

・風俗求人広告出せない
ため、スカウト頼りになる。

・アンダーグラウンド（違法）
なので、助けを求めにくく、
泣き寝入りが多い。

・オーナーは摘発を逃れる
ため、雇われ店長の場合
も少なくない。雇われ店長
自身も様々なものを背
負っている方が多い。

・自己責任・自己安全管理
の面が強い、後ろ盾の脆
弱な労働環境。

非本番産業よりも年齢層は高い
傾向

スカウト等を通して働く人が多く、
人身売買的なニュアンスで事件
がニュースになることがある。

・違法な裏風俗と言われ、韓デリ
や連れ出しパブなど、外国人SW
が含まれてくる領域。

・派遣型本番産業は、デリヘルより
少し金額が高い。近年増える傾向
にある。

・個人売春には、出会い系サイトや
出会いカフェがあるが、援デリで
は、10代半ばの少女が働いている
ケースも。

・客に脅された
り、本番でコン
ドームを拒否さ
れる、勝手にコ
ンドームをとら
れる。

・ラブホテルで
の密室空間で、
妊娠の不安、暴
力、殺人等の被
害

売春防止法

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
発射、顔射、AF、ごっく
ん、3P、前立腺マッ
サージなど＋膣ペニ
ス性交

ソープランド

旧遊郭、ちょんのま 

街娼、立ちんぼ 

料理店、バー、スナック、
クラブ等で待機

ホテトル、デートクラブ 

個人売春

１，２３５件

自営型

派遣型

管理型

街娼型

接待型料理店 

個室付浴場 

ホ
ン
バ
ン
産
業 

セ
ッ
ク
ス
エ
ン
タ

テ
イ
メ
ン
ト
産
業

届出の出ている
営業所数（2012年度）

※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。

アダルトビデオ 

上記のプレイが
ある所とない所がある



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。

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。

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。

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）

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。

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。

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】

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。

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。

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。

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。

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。


