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感情労働とは?

• Hochschild(1983)は、感情労働を「外的に観察可能な表情や身振りを作るための感覚の管理
(The management of feeling to create a publicly observable facial and bodily display)」
と定義した。

• 韓国労働部 : 感情労働を「職業上の接客時において、たとえ自分の感情が良いとか悲しいとか腹立

つ状況があっても、会社が要求する感情と表現を顧客に見せることができるなどの顧客応対業務」

と定義した。

• 特定の雰囲気を演出するため、要求される感情を持続的に表現しようと努力する。

• 顧客からの刺激や脅威の中でも、感情を押えつけながら崩れない状態を維持。

• すなわち、言語的暴力や暴力、セクハラに対して自制力と平常心の維持のための要求。

• 感情の商品化。



消費者は王様(?)

• 労働環境健康研究所は 2010年から粘り強く感情労働に
対する調査を実施している。

• 2011年、国家人権委員会が感情労働問題を取り上げた。

• 韓国で感情労働問題が社会的に大きく盛り上がった時期
は 2013年。

• 4月、国籍航空機に乗った大企業の常務が 「ラーメンを
まともに作れなかった」と航空機の女性乗務員に暴行を
加える状況が発生。

• 9月、大企業の会長が非正規職の航空保安労働者に暴行。

• 連続報道される暴行。暴言...セクハラ...ピーナッツ回航...。

• 感情労働を遂行する約 700万名の顧客対面労働者の精神
の健康及びストレスが社会的議題として台頭。



感情労働の特性

• 肉体労働(製造業) → 感情労働(サービス業)に変化

• サービス産業とは、製品とサービスが結合された商品を販売することで利潤を新たにつくる産業に。

• 製品自体が持つ属性や機能が消費者の満足を決定づけるのではなく、製品がどのように伝達される
のかの問題である。すなわち、その過程の中で、サービスの伝達者やサービス環境が顧客とどのよ
うに相互作用するのかに対する総体的な経験が、顧客の満足を決定。

• 多くの研究結果が、感情労働者の肯定的な感情の伝達が消費者の肯定的な感情向上と行動的変化に
関係があって、生産性に影響を及ぼすと明かした。

• 企業は、サービス内容を標準化し、顧客応対の変動性を減らし、一貫されたサービス品質を維持し
ようとしている。そのため、サービス評価に主な影響を及ぼす感情労働者の言語だけではなく、話
し方、態度、行動などのような非言語的な要素までも企業の顧客応対規則に含ませ、職員の感情表
現を管理。

• 顧客満足または顧客サービス（カスタマーズサービス）が企業の競争優位を決める主な要因中の一
つとして浮上。



感情労働の特性

• 感情労働は、労働過程において、自分の感情を活用して消耗する業務的特性を持つ。

• 感情労働は、消費者との直接・間接的な接点で発生する。

• 生産と流通、展示販売などの過程を経て、最終消費段階で最終的な価値を創出する過程である。

• 肉体労働と知識、経験、個人的な性向などが総合され労働の最終の質を高める過程として、感情労
働は付加的な労働ではなく核心的な能力であるとともに、技術としてその価値が評価されなければ
ならない。

• 心理的傾向性を持った人員を採用し、職務に自律性を付与することが、感情労働者と消費者の満足
度を高める方法。

• 企業は、肉体と知識のように、感情も労働過程で統制可能なものとして認識。



感情労働従事者の現況 (韓国職業能力開発院、2013)

<表１> 中分類 職業別 感情労働 平均 比較

中分類 平均 標準偏差 中分類 平均 標準偏差

飲食サービス 関連職 4.13 0.690 経営・会計・事務 関連職 3.79 0.846 

営業および販売 関連職 4.10 0.774 管理職 3.77 0.856 

美容・宿泊・旅行・娯楽・スポーツ関連職 4.04 0.875 法律・警察・消防・刑務 関連職 3.74 0.890 

社会福祉および宗教 関連職 4.02 0.803 運転および運送 関連職 3.60 0.885 

保健・医療 関連職 3.98 0.813 教育・自然科学・社会科学研究 関連職 3.54 0.943 

警備および清掃 関連職 3.93 0.853 文化・芸術・デザイン・放送 関連職 3.39 1.101 

金融・保険 関連職 3.92 0.774 農林漁業 関連職 3.17 0.937 



<表２> 感情労働をたくさん行う職業３０選
コード 職業名 平均 コード 職業名 平均

1241 航空機客室乗務員 4.70 0651 物理および作業治療師（療法士） 4.20 
1054 広報アシスタントおよび販促員 4.60 0291 秘書 4.19 
1032 通信サービス・移動通信機販売員 4.50 1274 スポーツおよびレクリエイション講師 4.18 
1223 葬儀相談員および葬儀指導士 4.49 0614 歯科医師 4.16 
0863 アナウンサーおよびリポーター 4.46 0711 社会福祉士 4.16 
0181 飲食サービス関連管理者 4.44 1233 旅行および観光通訳案内員 4.15 
1154 検票員 4.43 0531 警察官 4.15 
0882 マジシャン 4.39 1221 結婚相談員・ウェディングプランナー 4.13 
1321 ファーストフード店員 4.39 0471 幼稚園教師 4.13 
0282 顧客相談員（コールセンター相談員） 4.38 0881 芸能人・スポーツ選手のマネージャー 4.13 
1212 美容師 4.35 1111 警護員 4.12 
1034 テレフォンマーケッター 4.35 0331 保険営業員 4.12 
0323 出納窓口事務員 4.34 0721 保育教師 4.12 
0675 応急救助士 4.34 0631 薬剤師および韓薬師 4.11 
0641 看護師（助産師含む） 4.33 1231 旅行商品開発者 4.10 



• 感情的不調和 : 自我の二重化

• 低い職務満足ー高い職務ストレス

• 精神的枯渇、燃え尽き感(burn-out)

• 高い離職率

• 飲酒、喫煙、薬物、賭博中毒など不健康な生活習慣

• 適応障害、鬱病、外傷後ストレス障害、恐慌障害、自殺

• 免疫機能の障害

• サービス産業の「サービス」の弱化に作用

感情労働の否定的効果



無し 有り

無理な要求をされた経験
回答者(名) 407 1609

回答(%) 20.19 79.81

人格を無視された経験
回答者(名) 268 1753

回答(%) 13.26 86.74

罵声や暴言を受けた経験
回答者(名) 410 1609

回答(%) 20.31 79.69

身体の脅威に遭った経験
回答者(名) 1085 929

回答(%) 53.85 46.1

暴行された経験
回答者(名) 1751 257

回答(%) 87.2 12.8

セクハラ、性的接触を受けた経験
回答者(名) 1403 593

回答(%) 70.29 29.71

去る 1年間、顧客から受けた暴言など(2013)
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顧客から受けた被害の事実を
会社側に知らせた場合

回答者(名) 回答(%)

1. 加害者に法的責任を問えるよう支援してくれた。 74 3.62 

2. 言葉で慰めてくれた。 886 43.28 

3. そのまま我慢しろと言われた。 694 33.90 

4. 是非を正さず、顧客に無条件謝れと言われた。 402 19.64 

5. かえって自分に人事上の不利益が来た。 67 3.27 

6. その他 95 4.64 
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顧客から受けた被害の事実を
知らせない場合（理由）

回答者(名) 回答(%)

① 話すのが恥ずかしくて 23 3.14

② 話したところで別に対策を立ててくれないようで 607 82.81

③ かえって私に不利益が回るようで 59 8.05

④ その他 44 6
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感情労働者の鬱のレベル

K-BDI 分類 回答者(名) 回答(%)

1. 正常 465 25.69

2. 軽い鬱状態 490 27.07

3. 中等度の鬱状態 577 31.88

4. ひどい鬱状態 278 15.36



精神健康領域 うつ病 身体化症状 怒り 精神異常

身体的暴力
経験(-) 1.01 1.22 1.34 1.17

経験(+) 1.50 1.64 2.02 1.68

罵声を含む
暴言

経験(-) 0.92 1.10 1.17 1.05

経験(+) 1.33 1.52 1.81 1.52

性暴力
経験(-) 1.07 1.27 1.42 1.23

経験(+) 1.50 1.63 1.98 1.66

人格無視発言
経験(-) 0.90 1.04 1.09 1.00

経験(+) 1.33 1.55 1.84 1.53

感情労働による精神健康影響
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なぜ韓国でばかり感情労働が問題になるのか

• 企業の経営戦略 : 消費者の過剰な権利意識を誘発。

• 位階を重視する集団主義文化。

• 家父長的な儒教文化。

• 女性の犠牲と奉仕が要求される家事労働。

• 尊敬されるお金持ちがいない社会。

• 感情労働者 = 女性労働者 = 非正規職労働者

• 業務に関連した反人権的モニタリング、覆面調査(mistery shopper)

• 職務教育ではない感情労働を強要する親切教育

• 無条件的な謝罪。 支持、支援システムの欠如。
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カ．基本姿勢

(7) 顧客が正しければ過失を認め、すぐに謝罪。 反対なら顧客の体面を最大限いかして説得。

(8) いかなる場合にも論争自体に対しては顧客に深く謝罪。

ナ． 状況別応対方法

(2) 職員が不親切であると不満に思う場合

- 職員は弁明や言い訳をせず、顧客にすぐに謝罪。管理者ももう一度謝謝罪。

(4) 職員のミスによって顧客が怒っている場合

- まず周辺すべての顧客に、まず謝罪。

- ミスに対する会社の処理指針を知らせる。 周辺のすべての顧客が認知するように。

- 状況が完了後、もう一度丁寧に謝罪。

管理マニュアル ＊＊事業場の幹部マニュアルから



消費者の類型

• ブラックコンシューマー(black consumer) : 

企業を相手に、購買した商品やサービスに対して補償金などを目的に意図的に悪性な請願を申し立
てる消費者

• 不良消費者 : 

意図的にあるいは偶然に、サービス組織とは別の顧客に否定的な影響を及ぼし、サービスを混乱さ
せる消費者。 または、特殊な顧客という力の優位を持ち、感情労働者にいわゆる「갑질=甲の行為
＝力関係の乱用」をする消費者。

• 過剰な対応の消費者、合理的な消費者

• 顧客サービスの原則なしに、顧客の過度な要求も無条件に受け入れた企業の経営方式によって、消
費者は「大声を出さなければむしろ損害を被る」と考えるようになり、ますます過度な要求をする
ようになった。これが結局、問題のある消費者をますます増加させる。



<2014 消費者>

デパートやスーパー、区役所や住民セン

ター、食堂、企業の相談電話などで、職員

から直/間接的にサービスを提供されなが

ら不快な経験をした事がありますか

(ある : 67%)

<2015 消費者>

(ある : 69.4%)
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感情労働者への不満
まったく無い 7.０

まったく無い 8.2

よくある 6.2

よくある 6.6

ほとんど
無い 25.7

ほとんど
無い 24.4

時々ある 61.1

時々ある 60.8



労働者 消費者

顧客対面労働をしながら、次に提示される事項の中で、

最もストレスを多く受ける内容(1順位)

本人が感情労働者だと思うとき

にストレスを感じる(1順位)
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無視（ぞん
ざいな言
葉）

督促 不当な要求 質問に
応答しない

ほかの会社や
職員と比較

■感情労働者 ■消費者
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サービスがまともに成り立たない理由(単位: %)
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顧客応対中、
笑わなかっ
たから

立って、顧
客応対しな
かったから

私が（顧客
が）必要な
情報を知ら
せなかった
から

私が（本人
が）解決せず、
サービスを他
の人に回した
から腹がたっ
た

私が（本人
が）必要とす
るサービスの
内容について
理解できない
ようだったか
ら

私を（顧客
を）長時間待
たせたから

■感情労働者 ■消費者



サービスをまともに提供できない理由

21

教育訓練をきちんと
受けていないから

人手が足りなくて忙
しいから

怠けているからだ
（消費者）

疲れているからだ
（労働者）

低い労働条件の上に雇
用も不安定で、がんば
ろうという気になれな
い

■感情労働者 ■消費者



消費者と感情労働者が求める共通点

• 商品に対する正確な情報提供

• 正確な情報を提供するため、感情労働者はこれに対する教育訓練を受けることを願い、消費者も同
じである。

• 消費者は安っぽい親切より、正確で合理的な業務処理を希望している。

• 労働者はより良いサービスを提供するため、雇用不安、低い労働条件、人員不足が解決されること
を願っている。

• 消費者からのクレームを専門的に処理する体系が作られることを希望。

• 職員の言語使用、話し方、態度、行動などを規制して管理するのではなく、職員のサービスの質を
高める考察や研究が必要である。

• 感情労働者がアイデンティティを持つこと : 組織が自分をどんなに大事に思っているのか、自分が
重要な役目をする人だと認められるのか、それを知ること。



企業で問題を解決しようとする理由

• Productivity & performance 生産性と効率性の増加

• Reputation 該当の企業に対する社会的、国際的な評判の改善

• Legal requirements 精神健康に対する法律的要求

• Framework agreements (社会、団体) 協約に明示

• 韓国社会では法律的規制が必要。



生産性と効率性の増加

• ブラックコンシューマーによる経済的被害 : 売上高対比 12.4%

• 過去には企業イメージ保護のために最大限の忍耐があった。最近には悪意性が明確な場合、積極的

に告訴及び告発に出る方に対応方式を替えている。

• 製品を破損した後に金銭補償を要求する場合は、詐欺罪で告発

• 持続的に電話をかけたり売場に尋ねて来て業務ができないように妨害する場合、業務妨害罪で罰金

• 暴行罪と財物損壊罪で告発

• 暴言やセクハラの場合、名誉毀損罪や侮辱罪

• マスコミに流布すると脅迫する場合、脅迫罪で刑事処罰

• しかし不良顧客は????

• 大部分の場合、そのまま堪えろと言われる。 甚だしくは感情労働者に懲戒を与える場合もある。



枠組み合意 Framework agreements

• 労働組合がある大企業での労使合意で施行。

• まだ大部分は、感情労働手当などにとどまっている。

• EAP 導入、感情労働休暇などが、徐々に増加される傾向

• 労使合意の感情労働対応マニュアルを作った所もある。



３ 証拠収集および法的対応の告知

応対中断の告知にも関わらず、悪口、暴言など騒乱行為を持続する場合

＜コメント予示＞

「お客様、即時、行動を中断されなければ、当社の顧客対応マニュアルに沿って法的対応をしな
ければなりません。」

＜適用法条＞

刑法 侮辱罪－周辺に顧客、または職員が聞ける状態で侮辱的な言辞をした場合に成立。

刑法 業務妨害罪－暴行、脅迫および悪口など無形的な圧迫などで業務を妨害された場合に成立。

接近禁止仮処分－特定な顧客の常習的な横暴で業務を妨害された場合、本処分命令の申請が可能。



法的要求 Legal requirements

• 感情労働者

= 女性労働者

= 非正規職労働者

• 人権保護のための

法律的規制が必要である。

• 事業主(元請事業主) 責任

• 予防と対応 : 自分の防御圏

◆写真左
相手方の人権を無視する大声、悪口など
の言語暴力も処罰される場合があります。
◆写真右
「ありがとうございます」
感情労働者が一番欲しい一言です。



法的要求 Legal requirements

顧客ストレス問題を解決するための企業次元の役目(1順位) 頻度 百分率

顧客から高度のストレスや暴力を認知した時、回避することができる権

利が与えられなければならない。
472 22.1 

過度な業務量(目標量)を減らさなければならない。 375 17.5 

企業によって作られる強圧的な親切要求は無くさなければならない。 323 15.1 

----------------------------------------------------------- ------ ------

顧客から衝撃的な状況を経験した場合、休暇を付与しなければならない。 25 1.2 

親切評価結果が低くても、過度な懲戒はあってはならない。 21 1.0 

顧客から衝撃的な状況を経験した場合、心理相談を受けさせなければな

らない。
15 0.7 

計 2141 100.0 



ソウル特別市感情労動従事者の権利保護など
に関する条例(2016)

第2章ソウル市の義務

第5条(ソウル市など感情労働従事者の勤労環境改善計画の樹立) 

① 市長は感情労働による精神的ストレス(以下 「業務ストレス」という)の予防及び感情労働従事者
の勤労環境改善を支援するため、3年ごとに感情労働従事者勤労環境改善計画(以下「改善計画」とい
う)を樹立・施行しなければならない。

② 第1項の改善計画には次の各号の事項が含まれなければならない。

1. 感情労働従事者の権利保護政策基本方向、業務分野別核心政策課題、推進目標及び実行計画

2. ソウル市感情労働従事者の雇用現況及び展望

3. 業務ストレスによって発生する健康障害と事故の現況及びその予防に関する事項

4. 休日・休暇及び勤労時間などソウル市の感情労働従事者に対する「勤労基準法」遵守に関する事項

5. 感情労働高危険職群に対する保護方案
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6. 改善計画の実行のための所要財源

7. 感情労働従事者権利保護と増進のための国家及び他の地方自治体との協力

8. その他、ソウル市など感情労働従事者の勤労環境改善に関する事項

③ 市長は改善計画の移行可否を定期的に点検・評価し、次期計画に反映しなければならない。

第3章 ソウル市感情労働使用者の義務及びソウル市民の責任

第11条(機関別マニュアル作成義務) 

① ソウル市感情労働使用者は、感情労働従事者の勤労環境を改善し、感情労働従事者を人格主体と
して配慮する内容の機関別マニュアルを作成しなければならない。 この時、機関別マニュアルには
ソウル市模範マニュアルを含ませながら機関別特性を反映し次の各号の内容を含まなければならない。
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1. 感情労働従事者が顧客応対過程で発生する問題を解決して手伝ってくれる職場内の公式的な制度と
手続き

2. 感情労働従事者の上級者が、ソウル市感情労働ガイドラインとマニュアルに基づき、現場で感情労
働に関した責任を引き受けることができるという点

3. 感情労働従事者の上級者は、顧客との葛藤が発生した時、顧客と感情労働従事者双方の話を傾聴し
なければならない点

4. 甚だしく不当な要求をする顧客の場合、顧客の要求に応じない権利を保障

5. 不当な待遇にあった感情労働従事者の業務中断時間に関する事項

6. 個別の感情労働従事者が応対しにくい顧客の要求に対する、組織レベルでの対応方案

7. 悪性な請願に対する処理専門家の養成、熟練された上級者の悪性な顧客担当、悪性な顧客専門担当
部署の設置などに関する事項

8. 顧客との請願問題を人事及び勤務評価に過度に反映させて、無理な感情労働をしないようにする点
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9. 職場内の苦情や支障事項を伝達することができる意思疎通チャンネルに関する事項

10. 機関長、中間管理者、感情労働責任者、感情労働従事者に対する感情労働関連教育の体系的実施
に関する事項

② ソウル市感情労働使用者は、機関別マニュアルを全勤労者に公開された場所に備え、感情労働従
事者には別途配布しなければならない。

③ ソウル市感情労働使用者は、毎年市長に機関別マニュアルの遵守可否についての報告書を提出し
なければならない。

第18条(ソウル市感情労働従事者権利保護委員会の設置) 

① 市長は、ソウル市感情労働従事者の権利保護のため、ソウル市内に次の構成員でつくられた感情
労働関連事項を審議・諮問する委員会(以下「委員会」という)を置くことができる。
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第21条(ソウル市感情労働従事者権利保護センターの設置) 

市長は、次の各号の事業を遂行するソウル市感情労働従事者権利保護センターを設置することができ
る。

1. ソウル市感情労働従事者権利保護委員会の決定事項の執行

2. 感情労働関連実態調査

3. 感情労働従事者保護のためのプログラム開発及び教育、広報

4. 業務ストレス及びこれによる健康障害の予防のための政策研究及び普及

5. 感情労働従事者及び作業場の暴力被害に関する相談と支援

6. 第8条、第9条、第10条による報告書の検討及び改善事項の導出

7. その他、感情労働従事者の保護のための事項
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감사합니다.
ありがとうございました。


