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〈書評論文〉

オ ラ ンダ にお け るセ ックス ワー カー の 日常 世界

              Katherine Gregory, 
The Everyday Lives of Sex Workers in the Netherlands, 

              (Routledge,' 2005)

真 野 亜希子

は じめに

オラ ンダの首都 ・アムステルダムには買売春が公的に認め られている地域 が存在する。

現在公娼制度 を有 している国は、 オランダをは じめ フランス、 オース トラリアなどご くわ

ずかである。公娼制度や買売春行為をめ ぐる研究や論争は現代に至 るまで各地で繰 り広げ

られ、その歴史や思想背景 は、数 え上げればきりがない。近年、買売春に関する新 しいタ

イプの研究 として、調査者がセ ックスワーカー と行動 を共にする、参与観察やエスノグラ

フィーの手法が取 り入れ られた ものが出てきている(Albert2002)。

本書 における調査 において も、 同様の手法が とられている。 カルチ ュラル ・スタデ ィ

ーズや ジェンダー論 を専 門 とす るアメ リカ人社会学者で ある著者 は、1998年 か ら2001年

にかけて、大学の夏休み と冬休 みを利用 して計8回 に渡 ってオラ ンダに出向 き、セ ック

スワー カー(1}た ちにインタビューを行 った。著者グ レゴリーは当初、"huiskamer"と い

う公娼地帯 〔2)にある、 ワー カーたちが着替 えや休憩の際 に利用す るコミュニテ ィ ・セ ン

ターにボランテ ィアとして入 り込み、その場所 を利用するワー カーたちへ の聞 き取 りを

開始 していった。 グレゴ リーは計22人 のイ ンフォーマ ン トに聞 き取 りを行 った。特徴的

なのは、その うちの17人 が トランスジェンダー(31で あ り、15人 が移民 または海外か らの

ω 以 下 、 ワー カー と も表 記 す る。

{2)本 文 で は 、"RedLightDi8trict"と な っ て い る。 そ の 名 の とお り、 セ ッ ク ス ワー カー た ちが 働 く地

域 に は 、 赤 い 光 を放 つ 竜灯 が 設 置 され て い る 。

〔31身体 の性(sex)と 個 々 が 認 知 す る性(gender)が 一 致 しな い ケ ー ス 。 自 分 が何 者 で あ る か

(identity)を 表 現 す る た め に 肉 体 を 身 体 の 性 か ら、 自 己 認 識 す る性 へ 近づ け よ う とす る 人 た ち 。 い わ ゆ る

京 都 社 会 学 年 報 第14号(2006)



110 真野 オラ ンダにお けるセ ックスワーカーの 日常 世界

出稼 ぎ労働者(の であるということである。

本書の主眼は、「セ ックス ワーカーの仕事 に対する社会的 ・経済的な権利が国家によっ

て保証 された とき、彼 らの生活世界はどのような影響 を受けるか」 ということにあ る。以

下においては、第1節 で本書について概説 し、第2節 において本書におけるい くつかの論

点について批判的に考察 を加えてい く。

1概 要

1-1・ 構 成

本書 は、8章 か ら構成 されてい る。第1章 で全体 の方向性 が位置づ け られた後、第2章

では買売春及びエスノグラフィーに関する先行研究が紹介 されている。第3章 においては、

オランダの公娼地帯をフィール ドして設定 し、調査を進めてい く中での グレゴリーの問題

意識 を挙 げている。以上を 「理論編」 とす るな らば、続 く第4～7章 はさなが ら 「実践編」

と位置づけられるであろう。第4章 では 「飾 り窓」で売春 を行 う、マグダレーナという ト

ランス ジェンダーのセ ックス ワーカーのイ ンタビューが紹介 されてい る。第5章 では、

「街頭」 において客 を引 くセ ックス ワー カーたちの様子が描写 されている。 そ して6章 で

は前述のマグダレーナ同様、 トランスジェンダーのセックス ワーカーであるビク トリアの

ライフス トー リーが展 開されてい る。注 目すべ きは、この ビク トリアは 「フ リー ランス」

の ワーカーの成功モデルとして描かれていることである。また第7章 では、「街頭」 にいる

セ ックスワー カーたちが、買売春の場 における競争に勝ち残 ってい くために、様 々な 「戦

略」 を用いて 「ビジネス」 に参入 してい く様子が紹介 されている。最後 に第8章 において

著者 は、オランダにおける公娼制度を支持 し、ワーカーによ り良い環境 を提供す るための

提言 を行 っている。

1-2オ ランダにおける公娼制度の概略

本編の内容 に入る前 に、 オランダの公娼地帯 に関す る情報 を、 ここで簡単 に整理 してお

こう。 オランダにおける買売春の事実 を示す歴史的資料 は、1500年 代 にまでさかのぼる。

性 同一性 障害(Gm)の ひ とつに含 まれる。
ω セ ッ クス ワー カー の グ ローバ ル な移動 につ いて は

、 歴 史 的に はそ う 目新 しい こ とで は ない

(Altman2001)a
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真野:オ ランダにお けるセ ックスワーカーの 日常 世界 111

当時か ら、主要な都市 とその郊外の中心地域には 「飾 り窓」のある売春宿が散在 していた。

そのような地域 は長年忌避 されていたが、フランスが オランダを占領 した1700年 代に、公

娼地帯を中心 とした公娼地域が制度化 された 〔5〕。 これを受けて、その地域ではた らく売春

婦に対す る性病検診が義務づけられた。

オランダにおいて、売春 は社会的及 び経済的生活のひとつ として認め られている。なぜ

ならば売春 は 「公の秩序」 をあま り乱 さず、公的機関にとって無視するにはたやすい もの

だからである。 しか し実際 にはセ ックスワー カーに対 して 「二流市民」の烙印が押 され る

こともしば しばであ り、結果彼 らは周 囲か ら孤立 して しまい、彼 らのコ ミュニティが犯罪

の温床 となって しまうことも多いのが現実である(DelacosteandAlexander1985)。

1993年 以降は厳密な法制化が実施 され、当該地域で働 くセ ックスワーカーたちは 「中間

業者」に搾取されることな く、個人で営業す ることが可能になった。ただ注意 してお きた

いのは、国家が売春 を合法化 している ㈲ か らと言って、いわゆるブラ ックマーケ ッ トを

介 した買売春が行われていない とい うわけでは決 してない とい うことである。厳格 な法制

化によってセ ックスワーカー としての移住が禁 じられたため、賃金 を差 し引かれて 「不法

に」働 く者たちも存在する。彼女たちは合法のセックス ワーカーと比べて割安なだけでは

なく、従来の 「ビジネス」の コー ドから逸脱 したサービスを行 うことで、客 を集め ようと

する。Truong(1990)は これを、「サー ビスの種類 と作用の場所」に よって識別 される 「売

春における権力関係の作用」である と述べている。

2論 点

2-1ト ランスジェンダー として、移民 として

本節では、グレゴリーが長期間に渡 ってインタビューを行った、マグダレーナというブ

ラジル移民の、 トラ ンスジェンダーであるセ ックスワー カー に関する記述 に考察 を加 えて

い く。マグダレーナは公娼地帯にある建物の個室 を週ごとに借 り、 「飾 り窓」ω でセクシ

ャルなジェスチャーをすることによって客 を引 き、個室内で 「ビジネス」 を行っている。

マグダ レーナ 自身は、売春を 「お金のためのセ ックス」である と語 り、それは多 くの女

㈲ 現 時点(2006年)に おい ては、国内すべての地域で売春が合 法化 されているわ けで はな く、 公娼

地帯 とその 「衛星」地域 に限 られ ている。

ω2000年 、オ ランダ政府 はセ ックス ワー クを通常の労働 の一形 態 として認め、セ ックスワーカーに

完全 な法的地位 を与 える方針 を出 した。
mこ こで働 ける者 は

、警察へ の登録 を済 ませ た者だけである。
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112 真野:オ ラ ンダにおけるセ ックスワー カーの 日常世界

性/異 性装男性の ワー カーにとって も同様のこ とであると述べ ている。彼女 にはモー リス

という年の離れた恋人がいる。興味深いのは、モー リスは彼女 を 「女性」 として扱い、そ

のほとんどがゲイである彼女の客たちと一線を画 し、 自らは 「クィァ」でない と主張 して

いるというこ とである。マ グダレーナは貯蓄を して性転換手術 を受け、モー リスと結婚 し

て海外へ移住するという夢 を抱 きなが ら、"work,work,work"の 日々を過 ごしている。

マ グダレーナは、週ご とに個室を借 りて個人的に ビジネスを営んでいる。彼女が支払 う

「場所代」(200guilder/1日)は 、女性のセ ックス ワー カーの2倍 である。これは明 白な

中間搾取であ り、差別待遇である。 しか し裏を返せ ば、この労働条件 においても働 き手が

存在 し、 また トランスジェンダーのワーカーの売春 という 「ニ ッチ市場」が相対的高値に

もかかわらず機能 しているという事実 も見えて くるのだ。

前述の とお り、公娼地帯における性産業にもさまざまな格差が存在する。それ らは、飾

り窓か/街 娼 か、 ワー カーが女性か/ト ラ ンスジェ ンダーか、西欧人か/移 民か、公認

か/未 認可か…な ど、さまざまな 「選択肢」 として提供 されるのである。つま り、移民で

あ り性 的マイノリティであ り、未認可のセ ックスワーカーは、何重 もの脆弱性(8)を 有 し、

より悪 い環境 において低賃金で働 かざるを得 ないような構造があるのだ。 しか し注 目すべ

きは、幾重 にも 「差別化」された売春 とい う 「労働市場」において、いずれにも売 り手 と

買い手が存在 し、 「市場」が成 り立っているというあ まりにも生 々 しい事実である。 さら

にその市場 その ものは買い手が男 だけにほぼ限定されている、セジウィックの言 うホモソ

ーシャルな空間であるとい う点において も、大いに不平等性 を内包 しているのである。

2-2公 娼地帯に現われた 「女性研究者」

公娼地帯 に 「観察者」 として参入 したグレゴリーであるが、 しばしば買春客か らはセ ッ

クスワーカーのひ とりとして捉え られ、交渉 を持 ちかけ られる(9)。結果彼女は、セ ックス

ワーカーたちか らは 「ビジネス」 に支障 をきたす とされ、距離をおかれて しまう。 さらに

当初 は、調査の情報収集のためにボランティア として参与 した、ワーカー らが利用する公

共施設の関係者たち ともうま く人間関係 を作れずにいた。著者は現場 における自らの社会

的立場/エ スニシティ/ジ ェンダー/セ クシュアリティがいかに調査の方法 自体 に影響 を

(8,本書 の中には、薬物中毒であ った り、情夫(ヒ モ)に 寄生 され ていた りする ワー カーの例が示 さ

れていた。

㈲ 筆者 は、現場 において 「女性であ る」 ことを悟 られるの を避け るため に、眼鏡 をかけ、ボデ ィー

ライ ンが出ない服 を着る といった工夫 を凝 らす ようになる。
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及ぼすか とい うことを何度 も自問自答す る。

この状 況を改めて整理 してみ ると、著 者が必然的に有 している、大 きく分 けて二つの

「権力性」 を見出す ことがで きる。第一に、テクス トを産出す る研究者 の権力性 である。

たとえば、第一世界 に生 きる著者 自身が、少なか らず社会的に排除されているインフォー

マ ン トの日常世界を描 き出す際、後者に対する視座 はどうしても不均衡なものになって し

まう。そ して、テクス トには現 されることの ない、「研 究者」が使用する言語の コー ドに

は回収 され得ない 「日常世界」 もまた存在す るqOl。

第二に、セ ックス ワーカーではな くqP/ア メリカ国籍 をもち/女 性 であ り/ヘ テ ロセ

クシャルであるという著者の性質その ものが、 ワーカーたちにとってはヘゲモニー的な も

のと して捉 えられて しまうという事実である。著者 自身 も上記の権力性 を十分認識 してい

るが、それでも長期に渡 るイ ンタビューを継続 させ ることがで きたのはひとえに、アルバ

ニア系 アメリカ人である彼女 自身の出 自によるものだ と述べ ている。「移民」であ り、「非

西欧的」であるとい う表 出が、現場 における彼女の社会的 カテゴリーの 「再解釈」 を可能

に したのである。 しか し、第一世界 に属する筆者 とインフォーマ ン トの背景にある、言説

の場における不均衡な構造 とその権力関係における他者表象の問題 を、私たち読者が認識

することは依然 として重要である。

公娼地帯において、いかに公共部門の管理システムが成立 していようと、そこには男性

による 「女性」の共有による連帯感(12》の成立や、(男 性)客 の ワーカーに対す る虐待寸前

の行為が黙認 され得ることなど、いわばホモソーシャルな空間が成立 している。「飾 り窓」

にせ よ街頭にせ よ、その空間に現 れる 「女性」 は度 々 「商品」 とみなされるのである。こ

ういった空間に 「女性」である著者が 「研究 目的のための調査」のために滞在 した とい う

事実 こそが、本書 を分析する上での ひとつの重要な点である。著者は前述の二種類の 「権

力性」の問題 を、 インフォーマ ン トとの信頼関係、 ラポールによって乗 り越 えた としてい

る。 しか し、 こういった 「調査」が成 り立つ とい うこと自体が、社会的事実の背後 にある

ジェンダーやスニシティや社会階層 によって成立つ権力関係を映す鏡になっているとい う

ことを、読者は、そして何 よりも自身が研究に携わる者 は重 々認識すべ きである。

qω この件 に関 して、 た とえばセ ックス ワー カーで ある桃河 モモ コ氏 は、 セ ックス ワー カーで ない者が 、

「研究者」 とい う立場か らセ ックスワー ク論 を展 開す ることに苦言 を呈 している(浅 野1998)。
〔m「 娼婦/非 娼婦 の間の緊張関係」 は、 きわめ て一般 的な ものであ り、それはひ とえに両者の間の教育程

度や社会 的立、場の違 い ・社 会的機 会の多寡 などに帰せ られ るものであ る。(DelacosteandAlexxander

eda.1985)o

(12}たとえば男 同士連 れだって、飾 り窓にいるセ ックスワー カーを 「冷やか し」にい くことな ど。
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2-3公 衆衛生モデルとしての管理売春

最後にオランダにおける管理売春について、考察を加えてい く。なるほど、オランダの管

理売春 システムは性病やHIVの 予防対策をはじめ、各国に先駆けたモデルとなっている。 し

か し繰 り返すが、セ ックスワーカーに対するスティグマや差別は依然 として存在 し、ワーカ

ーが客か ら暴力行為 を加えられた りするなどひどい扱いを受けることもしば しばである。

グ レゴ リーは、 自らの調査を通 して認識 した買売春の現場 におけるセ ックスワーカーや

彼 らをサポー トす る活動家 らの 「対象化 された知識」 を生か した、新 しいセ ックスワーク

のあ り方を提唱 している。つ まり彼 ら自らがそれらを もとに、セ ックスワークの現場 にお

ける 「ガイ ドライン」 を判定/設 定す るこ とによって 「自己管理」す る。そ してそれを公

共部門が情報公 開 ・医療ケアなどを中心にサポー トす る、「公衆衛生 モデル」 としての管

理売春のあ り方 を推奨 しているのである。 そのガイ ドライ ンの下ではワーカーは、「安全

なセ ックス」に関す る訓練 を受 けていない客に対 して、その 「教授者」 としての役割を果

たすのである。

しか しこのモデル設定は、極 めて多 くの主体 を取 りこぼ して しまっている。多分に もれ

ずオランダにも未認可のワー カーが存在 し、彼 らの中にはいわば事実上の 「年季奉公」の

ような形 で売春 を強制 されている者たち もいる。彼 らの多 くが、 レイシャルマイノリテ ィ

や移民 といった社会的に周辺化 された者 たちであろうことは想像 に難 くない。

グ レゴリーの言 う、「公衆衛生モデル」の下 において、 このモデルの枠 か ら排 除されて

しまったセ ックスワークに、正 当な保障が なされ、正 当な対価が支払 われるか どうかは甚

だ疑 問である。その ように正規 のマーケ ッ トか ら排 除される者たちの存在 を不問にした ま

まで、「公衆衛生モデル」 を推進 してい くというス タンスに対 しては少 々疑問が持たれ る。

やは りセ ックスワークの定常化 においては、非正規の売春 をいか に減少 させ るか という議

論が不可欠なのではないだろうか。

上記に関連 して、本書における、筆者による調査 に基づ く記述 と提言 されているモデル

とが、少 なか らず乖離 して しまっている感が否めない。グ レゴリーは本書 を通 じて、オラ

ンダの管理売春市場 を構 成す る主体の多様性や、「理想」の名の下 に隠蔽され るワー カー

に対する差別の存在 を明 らかに し、さらにそ ういった状況の中で、自身の 「資本」を形成

してい くセ ックスワー カーたちの姿 を描いて きた。私はグレゴリーの一連の作業に感服 し

つつ も、その後に続 く 「よ り良い」セ ックスワークを提言する彼女の姿勢 には賛同 しかね

る。それ は著者 によるワーカーたちの 日常世界の記述か らは、セ ックスワー クを肯定する

論理が見えて こないことによるものである。
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オランダの管理売春市場 において、 自発的 にその場 に参入する者、またそうでない者に

おいて も、多 くはその背景 には経済的事情が存在 してい る。 もちろん著者 もセ ックスワー

クが市場 として機能す る現状の背後に見え隠れす る社会的不平等への視座を十二分に有 し

ている。その上でセ ックスワークを 「正当化」す るには、少 なくとも未認可の就業 をな く

すことや ワーカーに対する差別やスティグマをなくしてい く試みな どが不可欠であるが、

本書 にはそれが見 られなかった。総 じて言えば、本書における丹念な調査の成果が、筆者

の主張の核心部分 にあま り貢献 してい るように見受けられないことこそ、評者が本書 を通

して得た最大の違和感であった。

おわ りに

セ ックスワークに関する先行研究の多 くは、売春を 「性別役割分業」の一部 として描写

して きた。本書の興味深い点は、"RedL,ightDistrict"と い う実際の現場 において売春産業

の従事者の性 アイデ ンテ ィティの多様性を示 しなが らも、彼 らは女性性 を演 じなが ら共同

的な リア リティを創造 しているという事実 を明 らか にしたことである。つ ま り、 「セ ック

スワーカー」 は必ず しも女性であることを意味 しないが、彼 らは常に女性性 を 「装 う」 こ

とを要求 されているのである。

繰 り返 しになるが、一言でセ ックス ワー カーと言 って も一枚岩ではな く、彼 らの中に も

雇用形態/ジ ェ ンダー/エ スニ シテ ィ/階 級 といった重層性が存在する。それ らの差異 に

おいて相対的に 「売れない」属性 をもつセ ックスワーカーは、金銭的及 び物理的な差別待

遇を甘受せ ざるを得 ない。 このような現実 の背景 に見 えて くるのは、様 々な社会的不平等

を内包 しつつ機能する買売春市場の生々 しさである。

本書を通 じて、これ まで弱者/性 的搾取、そ してその担 い手は女性であるとの観点で捉

えられがちであったセ ックスワークに対す るイメージを、 自らの 「戦略」 を用いなが らそ

の場に応 じた 「資本」 を形成 してい くワー カーたちの リアリティに満ちた姿を垣 間見るこ

とができたことで、ある程度緩和す ることがで きた。 さらに彼 らをサポー トする人々の存

在、そして社会的経済的 システムの存在を認識す ることで、現時点ではある種 タブー とさ

れて しまっているセ ックスワークを、正規の職業 として定立 していこ うというセ ックスワ

ーク論の新たな可能性 を感 じることができた。 しか し、なぜセックスワークが産業 として

成立す るのか、 さらに成立 させるべ きであるのか とい う問いに立ち戻ったとき、その背後

にあるジェンダー間の権力の不平等な構造 に、 目をや らずにはい られないのである。
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