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1.

本研究の概要

1.1

研究の背景

明香

数多くの性娯楽施設が立ち並ぶタイのバンコクに、タニヤ通りと呼ばれる日本人専用歓楽
街が存在する。そこは、日本人男性がタイ人女性を「買う」
、有名なスポットとして扱われ
てきたが、筆者の調査では、タニヤは「性産業」という大きな枠組みのみでは考察できない
特色や人間関係が見られた。タニヤホステスには ｢商業的性交渉｣ を行うかどうかの選択権
があり、すべてのホステスが複数の顧客と性的な行為に及んでいるわけではなかった。彼女
「接客」を主な業務内容としている。
たちは、店内では日本式のホステス労働 1） をこなし、
しかし、こうしたタイ人女性のホステス労働について言及している研究は少なく、タニヤを
売買春の場と位置づけた上で、買い手（加害者）＝日本人男性、売り手（被害者）＝タイ人
ホステス、という立場関係から考察をしているものがほとんどである。筆者は、そういった
立場関係の固定化、
つまり、
「売春」
という言葉に引きずられることにより見落としがちであっ
た、タニヤホステスの感情労働に着目し、彼女たちのホステス労働への取り組みの実態や職
業的アイデンティティーを明らかにしたいと考えた。
近年、性産業に従事するタイ人女性像―家族のために性産業に身を落とす哀れな女性―と
は異なるケースがさまざまな研究により、明らかにされている［Odzer 1990;1994; 市野沢
2003］。タニヤにおいては、家族への仕送りとは無関係な立場にありながら、高収入を得る
ために自らの判断でホステスを選ぶ者が見られ、こういったある一定の主体性を持ちながら
ホステス労働に取り組む女性の事例も取り上げられるべきだと考え、
考察の対象としている。

1.2

研究の目的

本研究の目的は、1）タニヤの誕生と日系企業のタイ進出の関係性、さらに、そこから商
業的性交渉が推進されるようになった背景をまとめる、2）筆者のインタビュー内容をもと
に、タニヤのホステス労働の感情労働的側面を提示する、3）2）をもとに、タニヤホステス
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の職業的アイデンティティーを導き出す、という 3 点である。
タニヤにおいては、ホステスと顧客の間で商業的性交渉が行われている現状があり、そう
した性的な要素を包括する労働の場合、両者の間で一種のコミュニケーションや快楽・感情
の共有などを伴うため、こうした性労働には感情労働的な側面、あるいはケア労動 2） の要
素が含まれるという議論がある。しかし、本稿で扱う感情労働の考察対象は、あくまでもホ
ステス労働とし、日本式のホステス労働がタニヤに導入されたことで、タニヤホステスたち
がそれをどのように捉え、今日までホステス労働を浸透させてきたのか、ということに焦点
を当てる。

1.3

研究の手法

本研究の調査期間は、2007 年 8-9 月、2008 年 8-9 月、2009 年 8-9 月、12 月、2010 年 5 月
-2011 年 1 月であり、聞き取り調査の使用言語はタイ語、英語、日本語である。調査対象者は、
カラオケクラブのタイ人経営者 3 名、日本人マネージャー 2 名、女性責任者であるママ、チー
、日本人男性駐在員 15 名、
ママ 3） 10 名、ホステス約 80 名（簡易的な聞き取り調査を含む）
日本人男性観光客 15 名である。本稿で取り上げるのは、ママ、チーママ、ホステス 14 名の
事例である。
サンプリング方法は、社会学の調査手法に基づくスノーボールサンプリングだが、地方出
身者であるホステスが母集団である場合、
同郷のホステスが集まりやすい傾向もあったため、
バイアスを最小限に止めるべく、出身地、年齢、属性（婚姻歴、給与等）等が分散するよう
にランダムでホステスを選び、聞き取り調査を行うこともあった。

2.

日本人専用歓楽街・タニヤの成り立ち

2.1

タニヤの誕生と形成

タニヤは、バンコクの商業・金融街であるシーロム地区の中心部に位置する 200-300m ほ
どの通りである。タニヤの近辺には、ゴーゴーバーやナイトバザールで有名なパッポン通り 4）
（Soi Patpong1，2）
、ゴーゴーボーイ 5） で有名な通称ソイ・トワイライト（Soi Tantawan）
があり、この界隈は夜になると外国人観光客を中心に賑わいを見せる。
現在の夜のタニヤは、観光客や出張者が頻繁に訪れる場所となっているが、誕生当初は日
本人駐在員を中心に賑わった通りであった。1970 年 9 月、タニヤ通りとシーロム通りが出
会う角地に、日系企業のシンボルとなるタニヤビルが建設され、旧東京銀行（現三菱東京
UFJ 銀行）が１階にバンコク支店をオープンした［日下 2000:84］
。それを皮切りに、次々
と日系企業がタニヤビルに支店を構え、数多くの日本人駐在員がタニヤに出入りするように
なったのである。タニヤビル周辺には日本人駐在員をターゲットとした日本料理店、バー・
クラブが開店し始め、徐々に日本人向け歓楽街が形成されていくこととなった。日本におい
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て、ホステスクラブは企業の接待を効果的に機能させる役割を果たしており、
松田（2003）は、
日本の高度成長期以降、銀座のホステスクラブは水商売と一般に呼ばれる商空間の中でも、
特に日本企業の「接待」と「つきあい」に重要な貢献を果たしてきたこと指摘している。当
時のタニヤが銀座のクラブ街を連想させるような場であったという顧客の証言は、日本国内
の接待とホステスクラブの関係性がタニヤにおいて再現されたことを示している。なお、日
下（2000）は、日本的会社文化と日本人が持つムラ社会の関係性に触れ、このことが外国人
を受け入れない特殊な空間を作り出し、タニヤが日本人専用歓楽街として確立されたことを
指摘している。タニヤは会社のツケや交際費の利用、領収書の発行に関しても融通が利き、
日本式サービスに徹底する柔軟性を見せていたのである［ibid., 2000:107-108］
。1970 年後半
のタニヤのナイトクラブの数は二十数軒であり［ibid., 2000:88］
、一見様お断りの会員制高
級クラブも存在し、ある一定の秩序を守りながら営業されていた。しかし、1985 年、プラ
ザ合意の 4 ～ 5 年後にタニヤのナイトクラブは増大し、当時、日本国内で流行し始め、バー
やクラブでは必需品となりつつあったカラオケが導入されている［ibid., 2000:89］
。プラザ
合意は急激な円高をもたらし、それ以前にタイ進出していた大手有名企業以外の中小企業が
タイ進出を果たしている。その結果、日本人駐在員の数は増大し、タニヤを訪れる客層の幅
は一気に広がった。

2.2

タニヤの繁栄と衰退

プラザ合意後、日系企業の増加に伴い、カラオケクラブは繁盛していたが、1990 年に旧
大蔵省が発表した「土地関連融資の抑制」の通達により、日本経済を支えてきた長期信用は
崩壊し、日本の景気は急激に後退した（バブル崩壊）
。この通達は、国外の日系企業の経費
にも影響を与え、企業の接待費により均衡を保っていたタニヤは日本国内の不況の煽りを受
けることとなった。この頃、タニヤのカラオケクラブの軒数は 300 軒以上、ホステスの数は
全体で 1 万人以上［日下 2000:89］とされ、接待費により連夜タニヤを利用していた駐在員
が足を運ばなくなると、タニヤは日本人観光客の積極的な受け入れに乗り出し、安価な時間
制パック料金と店外デートを導入した。このシステムは、1980 年代半ばに日本で営業展開
されたキャバクラ 6） のシステムとよく似ており、こうした実態からも、タニヤと日本が常
に連動していたことがわかる。つまり、タニヤは日本経済や日本の歓楽街の流行をバンコク
において再現する映し鏡的な存在であった。
その後、タニヤの客層にも変化が見られ、駐在員はタニヤからスクムビット地区のカラオ
ケクラブ 7） などに分散し、観光客も以前ほどタニヤに足を運ばなくなった。それに加え、
中国人、韓国人などの出入りも一部で見られ、現在のタニヤは、かつてのように日本人だけ
で大盛況した歓楽街とは言い難くなっている。
老舗の高級クラブや人気クラブ以外の店舗は、
閉店やリニューアル改装などを繰り返し、在籍ホステスたちも非常に流動的である。
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3.

カラオケクラブの営業形態とホステスの労働条件

3.1
3.1.1

カラオケクラブの営業形態
料金設定

現在のカラオケクラブの料金システムは、日本のキャバクラとほぼ同様のものである（表
－１）。タニヤにはタイ人と共同経営の日本人マネージャーも多く存在し、代々クラブ経営
に関わった日本人が日本流の営業システムや流行物をいち早く導入していたことが推測でき
る。また、経営に日本人が関わる店舗では、ホームページやブログが開設されており、料金
表や出勤ホステス、イベント情報などが随時更新され、顧客へ情報発信が行われている。
（な
お、料金表に提示されている ｢オフ｣、｢同伴｣ については、次項で説明を加える。
）
表－ 1 タニヤのカラオケクラブと東京都内のナイトクラブの料金表比較
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［出典：カラオケクラブ A･B 店については［倉田

2011：73］から引用、東京都内ナイトクラ

ブに関しては、2008 年 5 月の筆者の聞き取り調査により作成］

上記に提示されたタニヤのカラオケクラブの料金設定は、日本国内の高級クラブの料金と
比べると安価であるが、高級クラブではない中堅のクラブやスナックと比べた場合、日本と
同等の金額、もしくはタニヤの方が高価になることもある。タニヤの中でも老舗の高級クラ
ブは、ラウンジのような形態になり、日本国内の高級クラブを思わせる雰囲気を出している。
例えば、最低ドリンク 1 杯で閉店まで店内に居座ること可能であるゴーゴーバーと比較した
場合、タニヤは高級だという認識になるだろう。
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3.1.2

オフ

まず、現在のタニヤで一般的となった「オフ」と呼ばれるシステムについて、説明を加え
たい。オフとは、店舗側が定めた料金を払うと、女性と「店外デート」ができるシステムで
ある。オフの可／不可で分類すると、現在のタニヤのカラオケクラブは主に下記の 3 つに分
けることができる。
①

ホステス全員がオフ交渉に応じる店舗。

②

オフ交渉に応じるホステスと、オフ自体を不可とするホステスが混在する店舗。

③

ホステス全員がオフ交渉不可である店舗。
（現在この形態を維持する店舗は 10 店舗以下
であり、その多くは老舗クラブ・ラウンジである。
）
オフ料金は、クラブごとに値段が決まっており、顧客はホステスと交渉後、500-1,000B8）

を店側に支払い、店外デートを行うことができる。タニヤにおける店外デートでは多くの場
合、商業的性交渉が行われ、その対価としてホステスにチップが支払われる。店外デートは、
ショートタイム（2 ～ 3 時間）で 2,000-3,000B ～、朝までのロングタイムで 3,000-4,000B ～、
という金額が相場だが、店外デートの内容 9）、時間、値段は交渉次第であり、明確な価格は
無い。店外でのホステスと顧客の係わり合いに関しては、
交渉は当事者同士で決められ、チッ
プは直接ホステスの懐に入るため、ホステスは個人事業主的な立場に近い 10）。
3.1.3

同伴とアフター

ホステス労働の延長には、
「同伴」と「アフター」という店外における営業活動がある。
同伴とは、ホステスが出勤時に顧客と一緒に店舗に入る同伴出勤のことを指すが、多くの場
合、出勤前の 1 ～ 2 時間前に顧客と待ち合わせをし、
夕食を食べるなどしてから店舗に向かっ
ている。店舗側は同伴料を顧客から徴収し、その同伴料はホステスの売り上げに加算される
ことが多いため、同伴は店舗にもホステスにも利益がある営業活動である。
アフターとはホステスの退勤後、ホステスと顧客がカラオケ、飲食店などで飲みなおすホ
ステスの営業行為であり、ホステスと顧客の交渉のもと、行われる。店舗側には同伴料のよ
うな金銭的利益は無いだろう。
タニヤにおけるアフターは、
しばしば性的な意味での店外デー
トと混同されることがあるが、基本的に本来のアフターには性的な要素は含まないことに
なっている。コピー元である日本のクラブホステスは身体を売ることを生業としていないた
め、顧客と肉体的な関係を持つ行為は「枕営業」と呼ばれ、タブー視されている。接客によ
り売り上げを上げるのではなく、性交渉により利益を得ようとする行為は、実力外のルール
違反と見なされると同時に、所属店舗の評判を著しく下げる行為に繋がり、ホステスが解雇
されることもある。しかし、男女の関係とは複雑であり、ホステスと顧客が店外でどのよう
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なことを行っているのかに関しては、当事者同士のみが知ることである。

3.2
3.2.1

ホステスの労働形態と収入
接客

カラオケクラブ店内でのホステスの仕事は、主に接客である。顧客が来店した際には、必
ず日本語で「いらっしゃいませ」と出迎え、指名を受けた際は、その顧客の隣に座り、水割
り等の飲み物を作り、乾杯の際には自分のグラスは必ず顧客のグラスよりも下にする。一緒
に日本語のデュエットソングなどを歌うことを要求されることがあるため、カラオケクラブ
において独学で日本語を習得するホステスも多い。自分が担当する顧客がトイレに立った際
には、自らも席を立ち、おしぼりを用意して出てきた顧客に手渡す。顧客の飲み物が半分ほ
どに減れば、注ぎ足し、グラスの水滴はハンカチで拭き取る。顧客が帰宅する時は出口まで
送り出す。これらがカラオケクラブ店内での基本的なホステス労働である。
3.2.2

高給なホステスの収入

Pasuk et al.［1998:202］によると、
カラオケクラブの平均月収は 65,000B11） とされているが、
筆者の調査では、日本人男性と親密な関係にあり、彼らから月々の手当てを受け取っている
ホステスに、平均月収を超える者が多く見られた（表－ 2）
。
表－ 2

本章でインタビューに答えているホステスたちの簡易プロフィール

ἭἋἘἋᴾᵆˎӸᵇ Ј៲ע
࠰ᱫ
ἰἰὉίἝἲὸ
ἦὊἓἕἚ ᵓᵎˊ
ἰἰὉίἠỶὸ
ἓỹὅἰỶ ᵒᵎˊ
ἓὊἰἰὉίἥὊὸ ỶἇὊὅ ૾עᵑᵖബ
ἭἋἘἋὉίỴὅὸ ἓỹὅἰỶ ᵐᵑബ
ἭἋἘἋὉίἜἲὸ Ἔἅὅἣἠἲ ᵐᵔബ
ἭἋἘἋὉίἾἕἁὸ ἢὅἅἁ
ᵐᵓബ
ἭἋἘἋὉίἳỸὸ ἋἼὅ
ᵑᵎˊ
ἭἋἘἋὉίἏἲὸ ἢὅἅἁ
ᵐᵐബ
ἭἋἘἋὉίἧỳὊὸ ỸἛὅἑἝ ᵐᵕബ
ἭἋἘἋὉίἰỶὸ ἓἹὅἨἼ
ᵑᵎബ
ἭἋἘἋὉίỺὊὸ ἢὅἅἁ
ᵐᵏബ
ἭἋἘἋᵧὉᴾίἼὅὸ ἢὅἅἁ
ᵐᵒബ
ἭἋἘἋὉίἧỻὅὸ ἨἼἻἲ
ᵐᵓബ
ἭἋἘἋὉίἯὊὅὸỴἸἑἶ
ᵐᵒബ

ܖഭ
ɶܖఄ
᭗ఄ
ɶܖఄ
ܖٻ
ܖᧉݦఄ
ܖᧉݦఄ
ɶܖఄ
ܖנܖٻɶ
ɶܖఄ
᭗ఄ
ܖנܖٻɶ
ܖٻ
᭗ఄ
ܖٻ

ଷ᧓ỉᎰಅ ἭἋἘἋഭ Ỽἧ
ễẲ
ᵏᵓ࠰ˌɥ
ɧӧ
ễẲ
ᵏᵓ࠰ˌɥ
ɧӧ
ễẲ
ᵏᵎ࠰ˌɥ
ɧӧ
ễẲίݼɶὸ ᵐὈஉ
ӧ
፦ܾࠖ
ᵒ࠰
ӧ
ễẲ
ᵓ࠰
ӧ
ễẲ
ᵏᵎ࠰ˌɥ
ӧ
ễẲίܖဃὸ ᵏ࠰
ɧӧ
ྵנễẲ
ᵕ࠰
ӧ
ễẲ
ᵗ࠰
ӧ
ễẲίܖဃὸ ᵏ࠰
ӧ
ễẲ
ᵐ࠰
ɧӧ
ྵנễẲ
ᵔ࠰
ӧ
ễẲ
   ᵐὈஉίЈụὸӧ

ẨẾẦẬ
ኽ۟ഭ̓܇
ᩉ۟
ẝụېᵏʴ
ᩉ۟
ẝụᵐίېὸ
Ӑʴỉኰʼ
ẝụễẲ
ᑣẟݼᎰέầễẟ ễẲễẲ
ᝪẴỦẺỜ
ẝụễẲ
Ӑʴỉኰʼ
ễẲễẲ
ӓλửفởẴ
ễẲễẲ
ấẮỀẦẟᆙẩ
ễẲễẲ
ЭᎰợụዅɨầᑣẟ ễẲẝụ
ᩉ۟
ẝụېẆऒ܇
ấẮỀẦẟᆙẩ
ễẲễẲ
Ӑʴỉኰʼ
ễẲễẲ
ˁᡛụ᫇ửفởẴ ễẲễẲ
ấẮỀẦẟᆙẩ
ễẲễẲ

ấợẸỉஉӓ
ˁᡛụஉ
ᵖᵎᵊᵎᵎᵎᵠ
ẝụᵏᵎᵎᵎᵎᵠ
ᵏᵎᵎᵊᵎᵎᵎᵠᴾίੲяᡂὸ ܱܼỆᵏᵎᵎᵎᵎᵠ
ᵔᵓᵊᵎᵎᵎᵠᴾίੲяᡂὸ ễẲ
ᵑᵎᵊᵎᵎᵎᵠ
ễẲ
ᵖᵎᵊᵎᵎᵎᵠᴾίੲяᡂὸ ẝụᵏᵎᵎᵎᵎᵠ
ᵓᵎᵊᵎᵎᵎᵠᴾίੲяᡂὸ ễẲ
ᵕᵓᵊᵎᵎᵎᵠᴾίੲяᡂὸ ẝụᵏᵎᵎᵎᵎᵠ
ᵔᵎᵊᵎᵎᵎᵠᴾίੲяᡂὸ ễẲ
ᵓᵎᵊᵎᵎᵎᵠᴾίੲяᡂὸ ẝụᵖᵎᵎᵎᵠ
ᵔᵎᵊᵎᵎᵎᵠᴾίੲяᡂὸ ᏋᝲỆ̅ဇ
ᵑᵓᵊᵎᵎᵎᵠ
ễẲ
ᵐᵓᵊᵎᵎᵎᵠ
ễẲ
ᵕᵎᵊᵎᵎᵎᵠᴾίੲяᡂὸ ܱܼỆᵏᵓᵎᵎᵎᵠ
ᵑᵎᵊᵎᵎᵎᵠ
ễẲ

［出所：2010 年 9 月当時のインタビュー結果をもとに筆者作成］
注 1） （援助込）という表記は、日本人男性から定期的な収入を受け取っていることを示している。
注 2） 月収については、2010 年 8 月のおよその給与を表記。
注 3） 学歴については、最終的に所属していたと推測される機関を表示している。

なお、3.1.1 で提示した、カラオケクラブ A 店はホステス全員がオフ交渉可能な店舗であり、
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ホステスに支給される基本給は無く、彼女たちはドリンクオーダーのキックバック、交通費
という名目で 1 日 200 バーツ（以下、バーツを B と表記）が支払われるのみである。その
ため、ホステスたちは店外デートで高収入を得ている。カラオケクラブ B 店はオフ不可能
な会員制クラブであり、料金設定がオフ専門店よりも高い。但し、会員制を設けているが、
会員ではない観光客も入店可能な場合があり、その基準は明確ではない。オフ不可店はホス
テスたちに給与を支払っており、基本給は店により異なるが、表－ 2 のホステス・ソムは、
顧客からの指名数による昇給があり、そこにドリンクオーダー等のキックバック、店内で顧
客から貰うチップを加え、最低でも月 20,000B を自身の収入としている。その金額は、バン
コクで就職した大学卒業者の初任給（8,000-13,000B 程度）を遥かに超えているため、高給
であることがわかる。
ホステスたちの休日は月に 3、4 日であり、欠勤については、それぞれの店舗で罰金制が
設けられている。決められた日以外に休みを取る場合は、1 日につき 500-1,000B の罰金とな
るが、帰郷などの理由で休日を増やす場合は、事前に責任者と相談をした上で、罰金を免除
されるケースもあった。遅刻に関しては、1 分につき 2B を基本給から差し引くことを決め
ている店舗もあり、罰金制やノルマの内容については店舗により異なる。愛人やそれに近い
固定客がいるホステスは、彼らに罰金を支払わせるなどして欠勤している。

4.

タニヤにおけるホステス労働の感情労働的側面の考察

4.1
4.1.1

感情労働（Emotional Labor）という視座を用いることに関して
感情労働と感情管理・感情ワークの概要

Hochschild による感情労働の概念をまとめると、①労働を提供する相手との相互行為の
中で、②自らの容姿や身体を使い、③「公的」に観察できる表現を作り出せるように、④自
らの感覚を管理することである。Hochschild は、この感情労働の典型的な事例として客室
乗務員の業務を取り上げ、考察を行っている。客室乗務員の場合は、多くの顧客を手に入れ
るため、より質の高いサービス・接客（笑顔、顧客への対応）を心がけることが、航空会社
の業務に組み込まれており、彼らは賃金を得るために、雇用主から笑顔の提供やふるまいを
義務付けられている。客室乗務員は、
そのサービスの最前線に置かれ、
資本の論理の上で「商
品化」されている。労働力の商品化は、感情の表出／制御を従業員に要求するがゆえ、彼ら
のプライベートにおける感情の表出を妨げる可能性があることから、賃金を得るために売ら
れる感情という文脈で、
「交換価値」を有していることになる。現在では、看護士、介護士
などの医療・介護職、企業のコールセンター、ヘルプデスクなどの苦情処理担当、そして、
いわゆる水商売にカテゴライズされるホステス、風俗嬢、ホストなどが感情労働に該当する
代表として挙げられている。
感情労働が「公的」に商品化され、有償である、という定義づけであることに対し、感情

─7─

管理（Emotional Management）は、あくまでも「私的」な空間で用いられている。例えば、
プライベートの人間関係で、相手を怒らせないように感情を抑える、退屈な話でもつまらな
そうな顔をしないように心がける、プレゼントを貰った喜びを大げさに表現する等、我々も
日常で無意識に実践していることなのである。このような実践は、人間だからこそ可能な行
為であり、これらの感情管理のために求められているのが、感情ワーク（Emotional Work）
である。Hochschild によると、感情ワークは、感情管理をする上で、その場の状況に応じて、
相手に本来の感情を隠す「表層演技（Surface acting）
」と、想像力を膨らませ、自分自身の
感情に直接働きかけ、その場にふさわしい感情を引き起こす「深層演技（Deep acting）
」の
2 種類があるという。しかし、こうした感情社会学（emotional Sociology）が個々人の生き
られた経験（Lived Experience）を扱っていないとする批判（岡原 1998）や、生きられた
感情を科学的分析モデルや言語的構成に切り詰めようとするがゆえに、感情社会学がこうし
た現代の感情文化をかえって支えてしまっている（崎山 2007）という指摘がある。
4.1.2

感情労働と女性労働の関係性

女性は一般的に、男性よりも他人の要求に対して協力的であり、感情労働にカテゴライズ
される職業（客室乗務員、看護士、ホステス等）に向いていると考えられることがある。し
かし、Hochschild は、これは従来女性が持つ性質によるものではなく、彼女たちが行った
感情労働の結果であるとしている。
「女性は自分たちに欠如している物質的資源（金銭・力・
権威・地位等）と引き換えに、自分たちの貴重な資源を成す感情労働を提供する」
（ibid.,
1983:163）ため、適応的で協力的な女性は、服従をしめすことにおいて、他人の幸福状態と
地位を肯定し、高め、祝福するという積極的な感情労働を行っている。
「この服従は『ナイ
スな（心がこもっている）
』表現を自然に見せる感情を引き起こすことで、よい女の外見を
形成するように努力することを要求する」
（ibid., 1983:164-165）
、というように、感情労働と
女性の関わりには、ジェンダー規範が深く関係している。
東南アジアにおいては、女性の国内外への出稼ぎが非常に盛んであり、その多くはメイド
（家事労働）、看護士、性労働などへの従事である。国際的な観点では、東南アジアの女性が
ケア労働の担い手として先進国へ「輸出」されるという現状が見られる。タイ国内のジェン
ダーロールの問題は根強く、女性の伝統的役割―娘が親を支えなければいけないという慣習
という名の強い概念により、女性が積極的に経済活動に従事するために出稼ぎをする現状［ポ
ンパイチット

1990; Boonchalaksi and Guest 1994］や、タイ政府が観光産業を推進した際、

タイ人女性を男性の性的欲望の対象となるようなプロパガンダを容認していた［トゥルン
1993; リー 1994］ことなどが挙げられ、日常生活において「女性は強い」などという女性が
主導権を握るような表現が使われることがあっても、職業的な意味での男女の格差は残って
いるのである。また、タイには階層社会が未だに色濃く残り、富裕層の女性が貧困層の女性
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を家事労働や育児などをさせるため、メイドとして雇用するケースが見られる。市野沢は、
「ゴーゴーバーを始めとする東南アジアにおける観光志向のセックスセクターの隆盛も、あ
る一面では先進国において自国の女性たちのみでは担いきれなくなったケア関連の労働分担
が、東南アジアの女性たちに押し付けられた結果と考えることができる」
（2003:59）とし、
性労働・ホステス業において、役割分担の仕組みを図式化した場合、＜日本人女性＝高価格
サービス＞、＜タイ人女性＝低価格サービス＞という国際分業の体制が構築されていると指
摘している。こうした状況からも、感情労働とタイ人女性、とりわけ性労働やホステス業と
の関係性は根深いものなのである。

4.2
4.2.1

カラオケクラブ店内でのホステス労働
ホステス労働に対するタニヤホステスの葛藤

タイの一流ホテル・レストラン、外国人向けの高級施設においては、従業員への接客教育
が行き届き、かつ、彼らのサービス労働への意識も高いため、来客者は心地よい待遇を受け
ることができる。しかし、それ以外の場所では、従業員の接客意識は決して高いとは言えな
いだろう。日本のように「お客様は神様です」という、｢顧客＞従業員｣ という方針が常識
化されている国は、世界でも数少ないのである。そういった状況下で、タニヤホステスたち
は日本式の細やかなホステス労働にどう取り組んでいるのか。以下は、ホステス業務につい
て語るタイ人女性へのインタビュー内容である。なお、日本語を話すホステスの話し言葉に
ついては、彼女たちが発した言葉に近い表現を使用しているため、フォーマルな日本語では
ない場合がある。
（女性の簡易プロフィールは表－ 2 を参照。
）
事例１：アンの場合（23 歳、チェンマイ出身、ホステス歴 2 ヶ月）／オフ可
「私は、ホステスになった日に、お客さんに指名されたの。少し早めに出勤して、ママに
お酒の作り方とか色々教えてもらったけど、難しくて覚えられなかった。それに、日本語が
わからないし。
「水割り」とか、そういう簡単な言葉をママが紙に書いてくれたけど、お客
さんの隣に座ると緊張して ･･･ うまく話せなかった。一緒の席にいた女の子が助けてくれた
けど、ママは『何があっても笑顔でいなさい』って言ってた。
」
――笑顔でいることの他には、何か言われましたか？
「怒っちゃダメって。つまらなそうな顔とか、そういうのもダメ。笑顔はタイ人女性の売
りなのだから、笑いなさいってね。あと、何かあったら、私のところに来なさいって。でも、
立つときは、こう、お客さんの膝に手を乗せて、
『ごめんなさい、ちょっと待っててね』って。
その時も笑顔。私、そんなにニコニコできないわ。でも、お客さんも明るい人が好きみたい
なのよね。最近は、接客するのも面倒だから、私は早くオフしてもらえるようにお客さんに
言うの。お店の外に出て、ホテルに行って、お金を貰えばそのまま帰れるでしょ。そういう
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時は、ニコニコできるわよ。
」
（2010 年 8 月

タニヤのカラオケクラブ内にて（使用言語：タイ日通訳あり）
）

事例 2：ナムの場合（26 歳、ナコンパトム出身、兼業、ホステス歴 4 年）／オフ可
「タニヤで働き始めて 3 ヶ月くらいの時かな。私は昼間に美容師をしているのだけど、そ
こでちょっと色々あって。指名してくれたお客さんはとても楽しい人で、私すごくお酒飲ん
じゃったの。お客さんのボトルもどんどん飲んで、すごく酔っ払った。あまりあの時のこと
は覚えてないの。お客さんは私のこと心配してくれて。でも、後でママやマネージャーにも
のすごく怒られたの。その時のお店のオーナーは日本人なのだけど、私が本当に酷かったん
だと思う。『お客さんの前ではちゃんとしろ』
ってね。それから、
私はとても静かになったの。
タニヤでもすごく酔っ払う子たくさんいるし、お酒飲んだら酔っ払うでしょ？でも、ママも
酔っ払いすぎると怒るの。
」
（2010 年 7 月

出勤終了後、シーロムにて（使用言語：タイ語、日本語）
）

事例 3：レックの場合（25 歳、バンコク出身、ホステス歴 5 年）／オフ可
「お金を払うのだから、何をしてもいいと思っているお客さんがたまにいるの。私もいつ
も笑っていられない。私、馬鹿だと思われるのがすごく嫌なの。でも、
『あー、今、私は馬
鹿になった方がいいかな』って考える。怒って帰りたくなることもある。でも、ママやチー
ママを見ていると、お客さんの前では怒らない。中には、つまらなそうな顔してる女の子も
たくさんいるけどね。私は 5 年働いているから、最初よりは仕方ないかなーって思うように
してる。」
――「馬鹿」になるとか、演技することを？
「そう。最初は、家に帰ってクッション投げたり、泣いたりした。今は、私はお店でお客
さんを笑わせるキャラクターだから、しょうがないかなって思ってる。でも、やっぱりお酒
飲んで、忘れる ･･･ 飲まなきゃやってられないの。そういう子いるよ。お酒ならまだいいの。
ドラッグよりはマシでしょ？」
――お客さんと外に出るときも、そういう風に思うの？
「ううん、外に出た時の方が少し楽なの。私はお客さんと 2 人の時に言うの。
『私、本当は
馬鹿じゃない』って。そうするとお客さんは『うん、わかってるよ』って言う。嘘かな？嘘
だなって思う。でも、それでもいい。すごく楽になるの、お店の中よりはね。
」
（2010 年 8 月

出勤終了後、シーロムにて（使用言語：日本語）
）

日本のクラブホステスの接客方法をコピーしているタニヤでは、ホステス労働の細やかさ
がタイ人ホステスにとって堅苦しいと思われることがあり、すべてのホステスが完璧に業務
をこなすことはできていない。このような日本流の接客方針に疲れ、退店していった者も存
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在する。店内でのホステス労働が「合わない」と感じつつも、ホステスを続けている事例 3・
レックは、アルコールの摂取により、感情を麻痺させている。彼女の場合は、感情管理を行
う段階には到達しておらず、
「ホステスである自分」と、
「普段の自分」の折り合いがつけら
れていない。また、一般的に、タイ人女性は「明るく」
、
「フレンドリー」で、
「面倒見が良く」、
「細かいことは気にしない」
、というイメージが強く、こうした感情労働には「向いている」
と考えられることが多いのではないだろうか。仮に、そのようなタイ人女性がタニヤに数多
く存在したとしても、すべての女性が嫌がらずに完璧に仕事をこなせるとは言い切れない。
こうしたタイ人女性像を求め、タニヤ、もしくはその他の性娯楽施設を訪れる男性も存在す
るだろう。
「微笑みの国・タイ」というタイの観光キャッチフレーズや、
タイ人女性の明るさ、
フレンドリーさ、セクシーさを前面に押し出したプロパガンダにより、彼女たちがタニヤホ
ステスだけではなく、外国人男性が求めるタイ人女性像を演じなければならいとすれば、感
情はより疲弊していくだろう。
4.2.2

ホステス労働への順応

前項では、感情をうまくコントロールできず、戸惑うホステスの事例を挙げたが、自己を
コントロールし、感情管理や感情ワークを無意識に行っているホステスも存在する。
事例 4：メウの場合（30 代、スリン出身、ホステス歴 10 年以上）／オフ可
「私は日本に 2 回行ったことあるの。九州のスナックで働いた。そこで、
日本人ママに色々
教えてもらった。日本のホステスさんはすごいね。やっぱり真面目だと思う。遅刻するとき
は電話するし、すごくちゃんと働いてた。タニヤには、ちゃんと接客できない子けっこうい
るでしょ。お客さんの中にはあまり気にしてない人も居るけどね。私は同じ席で隣に座った
お客さんの名前覚えたり、メールでお礼言ったり、デュエットの歌覚えたり ･･ あ、日本人
には当たり前かな。
」
――タニヤで働いていて、大変だなと思うことはある？
「お客さんを怒らせないようにするとか、特に（外に行くのを）断るとき、大変だなと思っ
た。指名して、隣に呼ばれてたくさんお酒飲ませてもらったとき、
（店外）デートに行こうっ
て言うお客さんいるでしょ？でも、
私は行きたくない。お客さんはだんだん怒るの、
お金使っ
たのにって。次にそのお客さんは私のこと見て、
『あの子はダメ』って言う。もう呼んでく
れない。そういう時は私も嫌な気持ち。でも、色んなお客さんが居て、みんな考えているこ
と違うでしょ。今は気にしてない。
（タニヤの）ママさんに相談したら、
『このお客さんはこ
うかな？とか、
色々な日本人見て、
嫌なことあっても気にしないでやらないと続かないよ』っ
て言われた。もう 10 年以上働いているから、いろんな人がいると思ってる。
」
（2010 年 5 月

出勤終了後、シーロムにて（使用言語：タイ語、日本語））
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事例 5：ソムの場合（22 歳、バンコク出身、大学在学中、ホステス歴 1 年）／オフ不可
「プライベートではなくて、お客さんが会社の人を連れてくるときがありますね。友達で
はない、ちょっと偉い人とかね。そういうとき、私のお客さんは電話をくれます。私は、あ
の話やこの話はしてはいけないなって思って、けっこう気を使いますね。でも、自分のお客
さんと途中でアイコンタクトとるの。そうすると、お客さんと私の秘密みたいでしょ。この
人は、こうしたら喜ぶかなとか、どういうメールを送ったらドキドキするのかなとか、お客
さんによって分ける。
」
――そういう対応は自分で覚えたの？
「はい。あとは、他の子を見て真似します。私たちは身体を売らないでしょ。お客さんも
男だからね、私とホテルに行きたい人もいるの。本音を言うと、この人がお金持ちだったら
付き合いたいなーとか、そういうのはある。スケベなお客さんには、
『私は違うの』ってい
う態度を見せる。お客さんも『デートできない』ってわかるでしょ。それも大事。
」
――仕事をしていて大変なことはありますか？
「やっぱり、付き合ってとか、しつこいお客さんがいると『あーどうしよう』って困る。
前に、すごく酔っ払って私に怒ってくるお客さんがいて、その時は、他の女の子やお客さん
の友達が止めてくれたけど、我慢できないなって思っても堪える。でも、お酒飲んだら、み
んな酔っ払うでしょ？タイ人も同じ。よくあることだなって思うことにしてる。お店終わっ
たら友達と飲みに行って、騒いで、文句言ってすぐに忘れるの。だから、あまり悩まない。
悩みたくないし。
」
（2010 年 7 月

出勤終了後、シーロムにて（使用言語：タイ語、日本語）
）

上記のタニヤホステスは、ホステス労働を放棄することなく、比較的器用に店内での接客
をこなしている。事例 4･ メウは、日本でのホステス経験から、タニヤのベースになった日
本のホステス労働をおそらく理解しており、タニヤでそれを実践している。事例 5･ ソムに
関しては、ホステス労働のみが業務内容で、店外デートに出るという選択肢が無いため、接
客により顧客を獲得するテクニックを身に付けていることがわかる。
現在のタニヤのカラオケクラブは、
「置屋」と称されることがしばしばある。それは、タ
ニヤが「お酒を飲む」場所ではなく、
「女性の品定めに行く」場所に様変わりしたからだ。
顧客をもてなすことに力を入れている店舗は多いとは言えず、ホステスたちもオフを望むあ
まり、接客を疎かにしがちである。しかし、そのような状況下でも、自分を演じ分けながら
日本式のホステス労働を行い、ホステスとしての自己を確立させている女性もまだ存在する
のである。
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4.3
4.3.1

カラオケクラブ店外におけるホステスの営業活動と親密性の強化
カラオケクラブ店外でのホステス労働

ホステスの店舗外での営業活動である同伴とアフターは、店内では見ることができないホ
ステスの一面を顧客に見せることで、親近感を芽生えさせ、それが結果として次回の指名に
繋がるなど、ホステス側にとっては利益になりうる営業行為である。性的な要素を含まない
意味での同伴やアフターはタニヤホステスにとってどのような意味を持っているのか、下記
に事例を挙げる。
事例 6：ファーの場合（27 歳、ウドンタニ出身、ホステス歴 7 年）／オフ可
「最初は誘われると誰とでも同伴やデートをしていたの。
でも、
今は嫌なお客さんだと断る。
適当に用事があるとか、色々理由をつけて断るの。息抜きしないとね。私は日本人と付き合
いたくてタニヤに来たから、日本人と話したりすることは嫌いじゃない。でも、自分の時間
も大事だし、店外で会う人はこちらもいいなと思える人。断った人には、携帯電話でメール
するの。
」
――どんなことをメールで送るの？
「『Gomenne. Kondo ikimasyo.』とか、普段は『Aitai』とかね。メールは、顔わからない
でしょ？めんどくさい、もう会いたくないって思って、寝ながらメールしてもお客さんはわ
からない。ふふ、会いたいなんて思ってない。お客さんの前だと、笑ったり、話聞いたり、
隣に座ったら帰るまで一緒にいないといけないけど、携帯電話は便利ね。
」
（2010 年 8 月

タニヤのカラオケクラブ内にて（使用言語：タイ日通訳、日本語））

事例 7：マイの場合（30 歳、チョンブリ出身、ホステス歴 9 年）／オフ可
「私は、いつも指名してくれるお客さんとは行くの。だって、初めてのお客さんのことは
よく知らないから、申し訳なさそうに断るの。プライベートな時間なのに嫌な人にニコニコ
していたら、疲れるでしょ。タイ人はいつでもニコニコしているわけじゃないのよ。
」
――マイさんの働いているお店は、同伴をするとあなた自身にお金は入るのですか？
「入るけど、あまり多くないわ。女の子用の飲み物をお客さんに頼んでもらった時と同じ
くらいかな。もし、1,000B くらい入るのならいいけどね。あと、日本人とお店でご飯を食
べていると、
『この子はどこで日本人と知り合ったのかな？』
っていう目で見られるの。でも、
『私は日本人と付き合っているの』っていう自慢もできる。なんていうのかな、やっぱり日
本人はお金持ちだから、自慢したくて一緒に（同伴やアフター）に行くのが好きな子もいる
の。アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、そういう国の人が彼氏だとちょっと自慢になるの
よ。それに、ハーフの子どもは自慢できるし。
」
（2010 年 8 月

出勤終了後、シーロムにて（使用言語：日本語、英語））
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上記の事例のホステスは、同伴やアフターを営業の一環だと考えていないことがわかる。
金銭的な見返りを期待しているためか、彼女たちはその日の都合で対応を決めている。事例
6･ ファーが述べた携帯電話の利用は、タニヤだけではなく他の業種においても、女性が顧
客との繋がりを維持するためのアイテムとして最大限に活用されている。ママやチーママの
中には、隣に座った顧客に必ず電話番号を聞くことをホステスに義務付けている者もいる。
ただし、ホステスの指名を固定している顧客の場合は、ホステス同士のトラブルを避けるた
めに電話番号の交換は避けるなどして、対処している。事例 7･ マイが述べた外国人との付
き合いをステータス化する状況は非常に興味深い事例である。バンコクは外国人駐在員・労
働者・旅行者が入り乱れる非常に国際的な都市である。しかし、そこには大きな所得格差が
あり、現地採用であっても、タイ人労働者と外国人労働者の給与には大きな開きがある。そ
のため、所得が低い家庭出身の人物が、所得の高い外国国籍の恋人を持ち、結婚まで発展し
た場合、｢サクセスストーリー｣ としてもてはやされることさえある。国際化された都市と、
そこで発生する現地人と外国人の所得格差による歪んだ人間関係はタニヤからも汲み取るこ
とができる。タニヤホステスたちにとって、日本人顧客との関わり―具体的には日本人との
結婚、もしくは ｢身請け｣、パトロンを持つこと―は彼女たち自身のその後の人生だけでは
なく、家族の人生をも変える、大きな意味を持っているのである。

5.
5.1

タニヤホステスの職業的アイデンティティーの確立
タイ性産業の中のタニヤの位置づけとホステスたちの意識

「タニヤで働く」ということがどのような意味を持っているのか。ホステスたちの中には、
タニヤを他の性産業業種と差別化する動きがあった。このことに関して、青山は「
『タニヤ
のワーカーである』ことは、
『セックスワーカーである』ことの意味を引き上げる、ある意
味特別な意味を持っていたと言える」
（2007:232-233）と指摘している。さらに、
「タニヤは、
タイ性産業の中でも料金設定が高く、日本人のみを相手にする空間であるため、日本人に好
まれる容姿で、日本語を話すことができないといけない、というイメージが先行している部
分がバンコクの中でも少なからずあり、また、性産業業界の中でも＜上位＞、あるいは＜高
級な所＞として捉えられている節がある。
」
［倉田 2011:79］こうしたタイ性産業の中の格付
け的な要素は、彼女たちのタニヤホステスとしてのプライドを確立させると同時に、タイ社
会の中で、自分たちは決して＜上位＞に位置づけられることはないという社会的現実との折
り合いに繋がっていると考えている。
事例 8：ママ・ノイの場合（40 代、チェンマイ出身、ホステス歴 15 年以上）
「今は、オフできる店ばかりだけど、タニヤはこんなに下品な街じゃなかったと思う。お
客さんもスーツを着た人が多かったわよ。私たちはそういう人が会社の帰りにお店に寄った
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ときにお酒を注いでお話して ･･ あからさまにお客さんと寝ることが当たり前じゃなかった
から。パッポンが近くにあるでしょ？前は、ゴーゴーバーで働いたらタニヤでは働けないっ
ていうのもあったの。あそことは違う。それに、タニヤはお客さんを選ぶのよ。他のお店み
たいに『誰でもどうぞ』じゃダメ。日本人の中でも若い人、大学生なんて昔は来なかった。
今では、日本人じゃないお客さんを入れているお店もあるけどね。気持ちはわかるのよ、今
はお客さん少ないからどのお店も大変。でも、お客さんの中には昔のタニヤがいいっていう
人もいるし、私もそう思う。
」
（2008 年 12 月

カラオケクラブ店舗内にて（使用言語：タイ語、日本語））

事例 9：リンの場合（24 歳、バンコク出身、ホステス歴 2 年）／（オフ不可）
「私たちはタイの中で「良い」とは言われない。それはわかっているの。でも、家族にお
金を送る、ビジネスを始める、おこづかいが欲しい、日本人と結婚したい、いろんな女の子
がいるでしょ。どうやってお金を稼ぐのは私たちの自由だわ。やめなさいって言われる筋合
いもないのよ。私は、ここで働く前から、タニヤはすごく高級なイメージがあったの。だっ
て、高い車やコンド買ってもらう女の子とかいるじゃない？普通、家がお金持ちじゃないと
持てない。マッサージパーラーやゴーゴーバーとも違うと思ってる。
」
――どんなところが違うと思いますか？
「ゴーゴーバーは怖いわ。それに、誰でも入れて、裸になる女の子も居るでしょ？ここは
日本人だけ。お客さんが払うお金も高いでしょ。シンハー
（ビール）
1 杯じゃいられない。
『い
らっしゃいませー』
、お酒を作る、日本のカラオケ歌う、同伴、付き合い、全部違うでしょ。
あとね、私たちは高いのよ。
」
（2010 年 8 月

出勤終了後、シーロムにて（使用言語：タイ語、日本語））

上記の事例を見ると、タニヤの差別化は、突発的に始まったものではなく、タニヤが誕生
してから今日まで構築されてきたものだということがわかる。こうした、タニヤを上位化と
するホステスの意識は、タニヤ以外を＜下位＞とすることで成り立っている。この意識は、
先にも指摘した、
「現実との折り合いをつける」ためのものではあるが、性産業の中での自
身の立場を優位に位置づけるためのものでもあると考えられる。こういった差別化は、日本
でも見られることであり、格式がある／ない、高価／安価、性的なサービスを行う／行わな
い、性交渉をする／しない、というようなことを基準に、歓楽街で働く女性たちは業種間で
の差別化を無意識に行っている。こういった差別化がタイ性産業の中でも行われており、タ
ニヤはその中でも＜上位＞であるため、女性たちの主体性、プライド、職業的アイデンティ
ティーが比較的高くなるのではないだろうか。
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5.2

玄人ホステスと素人ホステスの仕事に対する意識の差

ホステス歴が長い、いわゆる「玄人ホステス」と、短期間で仕事を辞めるつもりで働いて
いる「素人ホステス」を比べると、仕事に対する意識に差異が見られる。まず、玄人ホステ
スの事例を下記に提示する。
事例 10：ママ・ニムの場合（50 代、ピーチット出身、ホステス歴 15 年以上）
「ママになろうと思ったのは、いつか自分の店を持ちたいと思うようになったから。ホス
テスを続けて、しばらくしてオーナーに『チーママをやらないか』って言われて、タニヤで
やっていくことにしたの。でも、私の恋人はずっとタイ人だった。日本人は好きだけど、惚
れなかった。お客さんを好きになって、傷つく女の子はたくさんいますよ。仕事中に、もう
お客さんと別れるって泣いたりね。私は、お客さんに惚れないから、うまくいったのかも。
惚れているフリはしますよ。それも仕事だからね。
」
（2009 年 12 月

カラオケクラブ店舗内にて（使用言語：タイ語、日本語）
）

事例 11：フォンの場合（25 歳、プリラム出身、ホステス歴 6 年）／オフ可
「タニヤを辞めたら、田舎（故郷）に帰りたいなと思うけど、今はまだここでやりたい。
もう少し頑張ったら、チーママになれるかもしれないし。スクムビットのカラオケの方がい
いよって誘われることもあるけど、ママについていきたいし、やっぱりタニヤがいいなって
思う。私、最初は指名されるたびにいじめられてた。でも、ママが相談に乗ってくれて、言
われたとおりに他の女の子を席に呼んであげて、売り上げを分けるようになったら無くなっ
たの。ママは、
『タンブン 13）と同じよ』って。今は、女の子との関係も大事なんだなってわ
かるし、仕事もおもしろいなって思うの。
」
（2010 年 5 月

シーロムにて（使用言語：タイ語、日本語）
）

事例 12：チーママ・ビーの場合（38 歳、イサーン地方出身、ホステス歴 10 年以上）
「ママはバンコクのお母さんみたい。ママからは本当にたくさんのことを教えてもらった。
稼ぎが少ないからってすぐにお店を変える子もいるけど、お客さんには（顔と名前）覚えて
もらえないから、あまり良くないと思うの。お店を変えても、１つのところで働けない子は
どこに行ってもだめ。今の店は、半年前にママがこちらに移ったから、私もついてきたの。
私もお店を任されてみたいし、周りにどう言われても、ここで頑張りたいの。
」
（2010 年 6 月

シーロムにて（使用言語：タイ語、日本語）
）

事例 11･ フォン、事例 12・ビーの事例を見ると、カラオケクラブのママを慕い、彼らか
ら教えられた業務と意識を引き継いでいることがわかる。店舗内でのママとチーママ、ママ
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とホステス主従関係や信頼関係が見られる場合、従業員であるホステスたちは給与や客入り
が他の店舗と比べて良くなかったとしても、そこに留まるというケースが見られている。従
業員の多くは、女性であるため、顧客獲得競争が激しく、売れっ子ホステスが嫌がらせを受
ける、派閥があるという事例も見られるが、ママやチーママが女性の管理を行い、緩和させ
る役割を果たしている。タニヤに長く留まるホステスには、チーママ、ママに昇格していく
チャンスがあるが、ホステス歴が長い女性すべてが管理職に付けるというわけではない。彼
女たちは年々歳を重ねており、容姿が衰えすぎていないか、すべての顧客に平等に振舞うこ
とができるか、従業員の管理ができるか、売り上げを維持できるか等、管理職になれば一従
業員だった頃よりも責任が重くなる。中には、オーナーに気に入られることで管理職に付く
者もいるが、店を切り盛りする実力が伴わなければ長続きはしないだろう。いずれにせよ、
事例に挙げたホステスたちに共通するのは、長期的にタニヤに留まることを考えながら働い
ているということである。
以下に挙げるのは、ホステス歴が短い女性の事例であり、大学生や兼業者によるパートタ
イムの女性へのインタビュー内容である。
事例 13：エーの場合（21 歳、バンコク出身、大学在学中、ホステス歴 1 年）／オフ可
「私は大学を卒業するまでにお金を貯めようと思って。卒業したら、自分が働きたい所で
働けるかわからないし。ここなら、タイ人の知り合いとも会わないから。ここで長く働いて
いる人たちは凄いなと思う。話がうまいし、いつも笑顔だし ･･ 私の接客はきっとすごく適
当よ。オフに行きたがるお客さんとホテルに行って、おしまい。
」
（2010 年 8 月

出勤終了後、シーロムにて（使用言語：タイ日通訳あり））

事例 14：ポーンの場合（24 歳、アユタヤ出身、復帰後のホステス歴 2 ヶ月）／オフ可
「お金が無くなって、戻ってきたの。お酒も飲めるし、日本人とも会えるし、オフも行き
ますよ。お客さんと付き合うことになって、一度お店を辞めたけど、彼は日本に帰っちゃっ
たの。奥さんにバレたから、もうタイには来ないし、お金も振り込まれなくなったの。また、
日本人の彼氏ができたら辞めたい ･・でも、2 人か 3 人日本人が必要。今回みたいに 1 人が
日本に帰ったり、奥さんにバレたとき、あと 2 人居れば OK でしょ？」
（2010 年 7 月

出勤終了後、シーロムにて（使用言語：タイ語、日本語））

あくまでもタニヤは一時的なバイト先であるという認識が強いパートタイムの女性は、職
業的アイデンティティーが芽生えにくい。最近では、素人の若い女性が、｢短期間で高収入
を得ることができる場所｣ として、タニヤを選んでいるという現状が少なからず見られてお
り、こうした素人ホステスの増加は、クオリティーの低下に繋がり、それが今日のタニヤの
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衰退に繋がっている可能性もあるのではないだろうか。

6.

結論
タニヤにおけるホステス労働は、店外デートによる商業的性交渉を除き、日本で店舗型営

業を行うナイトクラブのホステスの業務内容と類似している点が多い。ホステスに要求され
る笑顔、会話、気づかいなどは、日本国内のホステス業務と大きな違いは無いだろう。しか
し、タイにおいて、そういったホステス労働は馴染みの無いものであり、タイ人ホステスた
ちは、日本人ママや日本人マネージャーなど業務を学び、今日までタニヤのホステス労働を
積み重ねてきた。こうした複雑な日本式のホステス労働を外国人であるタイの女性たちがこ
なすことは、決して容易ではなかったはずである。言語の違い、文化の違い、接客方法の違
いなど、タニヤホステスたちはさまざまな「違い」を消化しながらホステス労働に従事して
きたことが推測できる。そういった過程で、ホステスたちは日本人の行動を理解できず、疑
問を抱き、時には理不尽だと感じるなど、さまざまな局面で葛藤する姿が提示できなかった
事例の中でも見られている。彼女たちに圧し掛かる感情労働は、日本人の相手をする日本人
ホステスが強いられるそれとは、大きく異なる部分があるだろう。
また、タニヤという歓楽街の上位化に関しては、タイ社会の中で彼女たちが直面する社会
的現実と、ホステスである自分との折り合いをつけるために必要な意識であったとしている
が、同時に、タイ性産業の中でも潜在的なヒエラルキーのようなものが存在していることが
推測できる。その中でも、タニヤは諸条件から＜上位＞とされ、ホステスたちもある程度そ
のことを意識している。こういった上位化は、ホステスたちの主体性やプライドを形成し、
職業的アイデンティティーが築かれやすい状況である。さらには、タニヤという歓楽街の維
持に大きく関係したと考えている。
なぜ、タニヤが異国の地にありながら、長年日本人専用の歓楽街として存続してきたのか。
タニヤホステスたちは一体何を売っていたのか。
「売春」という視点のみならば、ホステス
たちは身体を売り、
日本人男性がそれを買っているという構図で片付けられるかもしれない。
しかし、ホステス労働に着目すると、彼女たちは「笑顔」を売り、
「会話」を売り、
「夢のよ
うな空間」を売り、そこには多種多様な人間模様が存在していることが見えてくる。懐かし
い日本の歓楽街の再現、日本式の営業システム、オフシステムの導入による店外デートなど、
日本人男性を惹きつけたタニヤの魅力を 1 つに絞り切ることはできないだろう。しかし、ク
ラブ内でホステスと一対一で話をする場が設けられ、感情のやりとりをする行為は、大きな
魅力の一つであったのではないかと考えている。
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7.

タニヤにおける感情労働の今後の取り組み
今後の課題は、感情労働の代表的な事例として取り上げられる客室乗務員、看護士、また、

日本のホステスとタニヤホステスの対比を行いながら、彼らとタニヤホステスの共通点／差
異を考察し、タニヤにおけるホステスの感情労働とはどういったものなのか、その特異性や
独自性を明確化していくことである。
さらには、
タニヤホステスの職業的アイデンティティー
が、他の感情労働的側面を持つ業種と比べ、どのような特性を持っているのか、具体的な像
を提示することである。
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【注】
1）

松田（2001）は、ホステスたちの労働に関して「ホステス労働」という語句を用いている。
タニヤは誕生当初、銀座のクラブ等をイメージし、営業システムや女性従業員の接客をコピー
していたため、本稿においても、この語句を使用する。また、「ホステス」は、日本のナイト
クラブで頻繁に使用される語句であり、本研究では、男性客をもてなす女性従業員＝ホステ
スという意味で使用している。

2）

ケア労働という概念について、明確な定義は無いが、この場合のケア労働とは、他人の生活
上における肉体的・精神的な福祉の維持、増進に対して対人的なホスピタリティ性を発揮す
る労働のことである。これらは、看護士などの医療・介護関係の職種が当てはまり、社会学
では「愛の労働（Labor of Love）」と呼ばれている。ただ、性労働と感情労働・ケア労働の境
界は非常に曖昧であり、性的な要素が絡むことで同等に扱うことができないという現状があ
る。

3）

ママ、あるいはチーママという呼称は、日本の飲食店（特にスナック、バー、クラブ）で、
顧客や従業員が店の女主人に対して用いるものである。

4）

ベトナム戦争時、アメリカ軍兵士が休暇（Rest and Recuperation）を楽しむために始まった
ことを起源とし、発展した通りである。現在も半裸の女性がポールを使って踊るゴーゴーバー
や、ナイトバザールが密集している。

5）

ゴーゴーバーの男性版のようなものである。客層は同性愛者の男性が多いが、女性も見られる。
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性的なエンターテイメントとして、ショーのみを見に来る者も存在する。
6）

キャバクラは、語源はフランス語由来の「キャバレー（cabaret）」と、英語由来の「クラブ（club）」
を合成した造語である。キャバクラは、風俗営業等取締法改正後の新たな業態として展開さ
れた。高級ナイトクラブの要素を取り入れている部分が多く、接客方法などもホステス労働
と同様である。

7）

現地調査中のレートは、若干の変動はあったものの、1 バーツ＝ 2.7 円前後であった。

8）

性交渉ではなく、食事をするだけ、お酒を飲みながら話をするだけ、コスプレ撮影のみ、手
を繋いで寝るだけ、というホステスの意見もあり、店外デートの内容とチップは当事者間で
の交渉次第と言える。また、顧客との付き合いの長さや親密度により、店外デートの時間や
値段は変動しており、好意を持っている相手には値引きする、などという意見もあった。

9）

シーロム地区に拠点を置いていた日系企業の支社の中には、スクムビット地区の開発により
支店をスクムビットに移す企業が見られた。このことにより、日系企業の駐在員を始めとす
る日本人はスクムビット地区に居住を構えることが多くなり、スクムビットには新しいカラ
オケクラブ街が広がっている。

10）

松田は、銀座のホステスに関して、ホステスの所得は税法上も給与所得ではなく事業所得と
して分類されていることを挙げ、基本的に店側はホステスに軒を提供し、ホステスは提供さ
れた場を借りて、事業活動を行っているため、個人事業主と見なされることを指摘している
［2001:55］
。市野沢もバーガールに関して、公的な構造を持つ組織の一員としての賃労働者と
いうよりは、むしろオープンな市場において活動する個人事業主、もしくは商売人と見なし
たほうが適切である［2003:25］としており、タニヤのホステスに関しても同様であると考えた。

11）

他の業種の平均月収を挙げると、一般的な置屋が 22,500B、マッサージパーラーが 43,125B、ゴー
ゴーバーが 50,000B、ゲイバーが 28,750B、街娼が 30,000B である［Pasuk et al. 1998:202］。

12）

日本語でいう「喜捨」のことである。タイの上座部仏教において、タンブンはよく耳にする
言葉であり、お布施が代表的な行為であるが、こうした行いを積み重ねることで「徳を積む」
ことができるとされている。現世での境遇は前世での徳の高低により決まるという考えが、
タンブンの原点であると考えられている。
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A study on hostesses emotional labor and identity
in the Japanese style karaoke club in Thaniya street.
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Abstract
There are many types in sexual industry in Thailand. All of them perform various
businesses which meet the needs of customers. The whole picture of the‘sexual
industry’in Thailand has not come into the light. As there is need to clarify the details,
the author conducted research with emphasis on a specific type of the industry.
Hostesses in karaoke clubs in Thaniya, which is the chosen area for this study, are
characterized as sex workers in addition to usual hostess job. Forgoing research works
analyze such karaoke clubs from the stereotype standpoint of prostitution extender. In
Such research work Thai women are defined as victims and Japanese men are ones who
are taking advantage of them. However, the author cast the light on the aspects of
‘emotional labor’in the experience of the hostess in this study. And the author also tried
to take their professional identity into consideration.

PhD course student, KURATA Sayaka
Graduate school of Regional development studies

─ 22 ─

