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日本の大学生における HIV感染経路に関する知識と偏見との関連

一性差に焦点を当てて一
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HIV / AIDS Related Knowledge and Prejudice among ]apanese 

University Students toward People Living with HIV / AIDS 

-With Special Reference to Gender Diff巴rence
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The number of people living with HIV / AIDS (PLHA) has been increasing in Japan. The purpose 
of the present study was to examine relationship between prejudice toward PLHA and knowledge 
on HIV transmission. Participants were 370 college students (144 male， 226 female) from three 
universities in the metropolitan area of Tokyo. Results indicated people with accurate knowl-
edge of HIV / AIDS tend to have low level of prejudice towards PLHA. Male students had more 
prejudice and misapprehension of HIV transmission than females. People with more misappre-
hension of HIV transmission by the casual contact tend to have higher level of prejudice towards 
PLHA. These results suggest that acquisition of the accurate knowledge about HIV transmission 
through education will help reduce not only the risk of transmission but also the prejudice 
towards PLHA for both men and women. 
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問題と目的

厚生労働省エイズ動向委員会の年次報告によれ

ば，1996年以降，HIV感染，または九、きなりエイ

ズ"などエイズを発症した人数の報告は，増加の一

途である(厚生労働省エイ ズE功向委員会， 2008)。

世代別にみると，性行動の活発な年齢層である 10

代後半から 20代前半が多く ，当該年齢層のすべて

が リスク集団といっ ても過言ではなし、。そのため，

これまでの一次予防を主とした取り組みだけではな
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く， 二次予防，すなわち発症予防をも踏まえた取り

組みをしていく必要がある。

こうした取り組みにおいて， 感染予防に対する適

切な知識の普及啓発が重要なのはし、うまでもなし、。

それに加えて， HIV陽性者に対する不力、ティフな態

度である偏見を低減させていくことは，感染予防に

も当事者の生活の質を高めるためにも重要な課題で

ある(飯田 ・伊藤 ・井上， 2008)。

HIV感染症は，1990年代後半の HAART療法

(Highly Active Anti-Retroviral Therapy)の開発
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により，死の病ではなくなり慢性疾患と位置づけら

れるようになった。以前は，有効な治療法がないな

かで，出現した症状に対する対処療法や，食料や住

居なと生きていくうえでの基本的な要素の整備に重

点が置かれてき た。しかし，今日では，政策面，ま

たは医療，地域というさまざまな場所において当事

者の生活の質が見直されつつある (Remien& M巴1-

lins， 2007)。

Herek， Capitanio， & Widaman (2002)は， 1990 

年代のアメリカにおける HIV感染/AIDSに関する

誤った認識と偏見的態度の推移について，年代ごと

の比較分析をしている。91年 (N=538)，96~97 年

(N= 1309)， 98~99 年 (N= 669) を比較した結果，

HIV陽性者の氏名を公表すること，または HIV陽

性者を隔離する，といった政策を支持する割合は，

年々減少傾向にあったが， I飲み物を共有するJ，I公

衆ト イレを共有するJ，Iくしゃみ，咳Jといった日

常接触における感染可能性を過剰に見積もり，さら

に日常場面における HIV陽性者との接触を避けよ

うとする態度は依然として強く残っていたことを明

らかにした。

伊藤 (1997)によれは¥偏見とは「ある集団とその

メンバーに対する正当化できない否定的な態度」で

あり，差別と は「集団とそのメンバーに対する正当

化できない否定的な行動」と定義されている。HIV

感染/AIDSに関する偏見は，ジェンダー，人種，民

族，社会的階層，性的志向， 文化といった諸一要素が

密接にからまって形成されているため複雑な問題を

呈している (Parker& Aggleton， 2003)。偏見や差

別によ って周囲から孤立し，適切な支援が得られな

いまま，抑うつ的になったり，性的な逸脱行動，服

薬の怠りなどに結びつくことも少なくない (Swen

deman， Rotheram-Borus， Comulada， Weiss， & Ra-

mos. 2006: Prachakul. Grant. & Keltner. 2007・

Remien & Mellins， 2007)。

本邦においては，こうした問題意識から行われた

研究報告としては，稲垣(1997)が挙げられる。しか

し，I-1erek et al. (2002)の結果と問機， 90年代後半

の HAART療法開発前の調査であり，現在の状況

を反映しているものとは言い難し、。本邦において

HAART療法開発後の HIV感染/AIDSを扱った研

究は乏しいのが現状である。

飯田ら (2008)は， 日本の学生を対象に HIV感染

経路に関する知識が少ないほど¥偏見が強いことを

見いだした。 しかし，対象は大学 l校だけの 74名

であり，十分な調査対象者数とは言い募ffい。

また，これまでの先行研究の多くにおいて，女性

より男性のほうが，偏見が強く (たとえば，Her巴k

& Capitanio， 1993; Dias， Matos， & Goncalves， 

2006; Visser， Makin， Sikkema， & Forsyth， 2009)， 

HIV感染経路に関する知識が少ないことが指摘さ

れている (Diaset al.， 2006)。

そこで，本研究では飯田ら (2008)と同じ質問紙

を用いて，データをさらに追加するとともに，海外

での性差の指摘が，本邦においても当てはまるかど

うかについて併せて検討する。したがって本研究の

目的としては (1)HIV感染/AIDSに関する偏見の

性差の検討，(2) HIV感染経路に関する知識量の性

差の検討，および (3)偏見と知識の聞に関連がある

かどうかの検討，の三つとした。

仮説としては，先行研究から以下の三っとした。

仮説 l 男性が女性に比べて， HIV感染/AIDSに

関する偏見が強L、。

仮説 2. 男性が女性に比べて， HIV感染経路に関す

る知識が少ない。

仮説 3.HIV感染経路に関する知識が少ないほと，

HIV感染/AIDSに関する偏見が強L、。

方 i去

調査対象者 首都圏の 3校の私立大学学生。 A校

74名(飯田ら (2008)で取得済みのもの〉に B校

125名と C校 184名を加え合計 383~ちから質問紙

を回収した。質問紙回収後，未記入項目がある者を

除いた 370名(男性 144名，女性 226名，平均年齢

19.45歳 (SD=1.27))を分析対象とした(有効回答

率 96%)。
手続き 2007年 7月から 2008年 7月にかけ，

各校とも一般教養科目の授業時間を利用し，以下の

調査内容を含む同じ質問紙を実施した。倫理的配慮

として，事前に調査用紙記入は任意に基づくもので

あり無記名であるこ とを伝え， 各調査用紙回収後

は，知識問題の正答の解説を直後に行い，説明資料

を配布した。

調査内容 1. HIV感染/AIDSに関する偏見-

HIV感染/AIDSに関連した偏見を測定する HIV-

related stigma (Lee， Wu， Rotheram-Borus， Detels 
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& Guan， 2005)の日本語訳(飯田ら， 2008)を]=1=1，、
た1)。 教示は， 1以下の HIV/AIDSに関する各項目

について，あなたの考えや気持ちに近いものを，い

ずれか一つだけ選んでOをつけてください。」 とし，

回答者は，11. HIV感染者は何か悪いことにしたに

違いないので，fijせられでも仕方がないJ12. HIV 

感染者は隔離するべきだと思うJ13. I-IIV感染者が，

他人の子ともの面倒を見ることは安全である(逆転

項目)J14. AIDS患者とは友達になりたくなしづ の

4項目に対して， 1 (そう思わない)~4 (そう思う )

の4件法で評定を求めた。

2. HIV感染経路に関する知識・飯田 ら(2008)が，

Dias et al. (2006)をもとに作成した HIV感染経路

に関する知識量を測定する 9項目を用いた。教示

は， IHIV /AIDSに関するあなたの知識についてお

尋ねします。各項目について，あなたの考えに当て

はまるもの，いす、れか一つだけ選んでOをつけてく

ださい。」とし，各項目に記された文章に対して，

「そう思うJ~ 1そう思わない」での評定による回答

を求めた2)。 質問文に対する回答が， 正答であった

際は I点，誤答であった際は O点とし，合計J誌を求

めた。 正答数が多いほと HIV感染/AIDSの感染経

路に関する知識が多いことを示す。

土
日

φ
端
山

r
果

HIV感染 /AIDSに関する偏見

HIV感染/AIDSに関する偏見については各項目

得点のそれぞれを偏見の指標とした。また逆ili五項目

は，以降の分析において数値を逆iliz.;させて使用し

た。11.HIV感染者は何か悪いことをしたに違いな

く，l(iIせられでも仕方がない(以下， 1処罰J)Jは，

平均 1.19点 (SD=.47)，12. HIV感染者は隔離する

1) Le巴etal. (2006)のHIV-relatedstigmaというnJ
語を和訳する際， 伊藤 (1997)の偏見の定義 (1あ
る集団とそのメンパーに対する正当化できない否

定的な態度J) に基っき，筆者らが合議し， "j-llV 

感染/AIDSに関する偏見"と訳した。

2) I-IIV感染経路に関する知識の評定の仕方につい

て，調査対象者のうち， A校， c校においては，

「そう思、うJ1どちらかといえば そう!忍うJ1どち

らかといえばそう思わないJ1そう思わない」の4

件法で評定を求めたが， B校においては， 1そう思

うJ1そう恩わない」での 2件法での評定を求め

た。 このため，本研究では， コーデインクの段階

において名義尺度として扱った。

べきだと思う (以下， 1隔離J)Jは平均 1.47点 (SD

=.71)， 13. HIV感染者が，他人の子どもの面倒を見

ることは安全である(以下， 1子育てJ)Jで平均 2.27

点 (SD= .98)， 14. AIDS 恵、者 とは友達になりたく な

い(以下， 1友達J)Jで平均 1.70点 (SD=.80)であ っ

た。「子育て」を除いた偏見の指標において，対象者

のほとんとが， 1そう思わないJ1とち らかといえば

そう思わなしリを回答し，得点分布の偏りが見受け

られた (1処罰J98.1%; 1隔離J90.6%; 1子育て」

58.9%; 1友達J82.7%)。ただし本研究目的に照ら

して，J-IIV陽性者に対する偏見を測定するうえで重

要な指襟と判断されたため，このまま分析を行 っ

た。 なお4項目の総合得点の平均は， 6.64 (SD= 

2.16)点であった。さらに， 4項目での信頼性係数を

算出したところ，α=.67とある程度の内的整合性が

得 られfこ。

性別 ζ との HIV陽性者に対する偏見の基本統計

量をTable1に示した。仮説 lを検討すると，全体

の総合得点において，男性が女性よりも偏見の得点

が有意に高かった (t(368)= 3.03， P <.01)。全体的に

見ると仮説 lは支持されたといえる。性差に寄与し

た項目として， 1隔離J(t (368) = 3.49，ρ<.01)) と

「友達 (t(368)= 2.21，ρ<.05)J において男性が女悩ニ

より有意に高い得点を示していた。

HIV感染経路に関する知識

HIV感染/AIDSの感染経路に関する知識の正答

数の全体の平均点は，問題 9項目に対し 8.14点

(SD= 1.00)であ った。性差 について検討したとこ

ろ，男性が女性より有意に HIV感染経路に関す る

知識の正答数が少なかった (t(368) = 3.43，ρ<01: 

男性 7.92点 (SD=1.16);女性 8.28点 (SD=.86))。

ゆえに仮説 2は支持された。

HIV感染経路に関する知識の各項目を比較する

と，正答の人数(正答率)は IHIVに感染した人を

抱きしめると感染する」が 362名 (97.8%)，1健康的

にみえる人て、 もHIVに感染していることがあり得

る」が 357名 (96.2%)と/1聞に多く ，対象者の 81.9%

~97.8%が適切な答えを示していた (Table 2)。

HIV感染経路に関する知識と偏見との関連

HIV感染/AIDSの関する偏見の総合得点と HIV

感染経路に関する知識の正答数と関連の強さを検討

するために相関分析を行ったところ， 男性 r=-20 

(ρ<.05)，女性 r=一 12(p = .068)，全体で r=一.18
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男女ζ とのHIV感染/AIDSに関する偏見の平均値(標準偏差)Table 1 

平均点 (SD)

女性

N=226 
男性

Nニ 144

変数名

1.16 ( .43) 

1.37 ( .61) 

2.20 ( .97) 

1.62 ( .75) 

1.24 ( .52) 

1.63 ( .82) 

2.36 ( .99) 

1.81 ( .87) 

HIV感染者は何か惑いことをしたに違いなく，罰せられでも仕方がない

HIV感染者は隔離するべきだと思う

HIV感染者が，他人の子供の面倒を見るのは安全である (逆転項目)

AIDS患者とは友達になりた くない

-
よ

η
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6.37 (1.96) 7.06 (2.38) HIV感染/AIDSに関する偏見の総合得点

Note:項目 3は， r子育てJは逆転項目であるため，素点を逆転させてある。

男女ごとの HIV感染経路に関する知識における正答人数(正答人数/1限)Table 2 

正答人数(%)

女性

N=226 

男性

N=144 

正答質問内容項目
番号

222 (98.2%) 

220 (97.3%) 

217 (96.0%) 

215 (95.1%) 

140 (97.2%) 

137 (95.1%) 

136 (94.4%) 

131 (91.0%) 

誤
正
正
正

212 (93.8%) 

206 (91.2%) 

206 (91.2%) 

191 (84.5%) 

190 (84.1%) 

126 (87.5%) 

120 (83.3%) 

120 (83.3%) 

122 (84.7%) 

113 (78.5%) 

誤
誤
誤
正
正

HIVに感染した人を抱きしめると感染する。

健康的にみえる人でも，HIVに感染していることがありうる。

HIVは，注射針を共有すると感染する。

AIDS患者の男性が，男性とコンドームを使わないでセ y クス

をするとその相手にI-IIVは感染する。

HIVは，咳ゃ くしゃみによ って感染する。

HIVは，グラスやフォ ーク，スプーンを通じて感染する。

経口避妊薬(ピルなど)は， HIV感染を防くことができる。

HIVは，妊婦からその胎児に感染する。

HIVは， コンド ームを{吏わないでセ yクスすると，

でも，感染する。

に
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8.28 (SD=.86) 

また，性別と知識の交互作用は認められなかった

(F(2， 364)=.017， p=.998)ので，この分析では相関

分析とは異なり，仮説 3の知識と偏見との関連は性

別を問わず成立するといえる。

1{!関分析の結果と分散分析結果で食い違いがみら

れた理由を明らかにするために，性別と知識 3群の

クロス表をみると，男性の内訳は H群 38.9%，M 

群 29.2%，L群 31.9%であるのに対して，女性の内

訳は H群 48.7%，M群 35.8%，L群 15.5%と，男

性のほうが有意に知識が少ない (x2=13.94，ρ<.01) 

という仮説 lを支持する現象が指摘できる。性別と

知識三群のクロス集計表から，性別と知識 3群との

連関の値として Cramer係数を算出したところ，

V=.194であった。この値を 2乗した決定係数の値

は，R2=.038であり，正答数の 4%弱が性差で説明

できるのである。女性の正答率の高さが天井効果を

生み，相関係数を低下させたと考えられる。

偏見の各項目について， HIV感染経路に関する正

7.92 (SD= 1.16) HIV感染経路に関する知識の平均正答数

(ρ<.01)と，男性と全体の場合に有意な相闘がみら

れたので仮説 3は支持されたといえるが，女性の場

合には仮説 3が有意に支持されたとは言えなし、。

そこで，別の角度から偏見と知識の関係を調べ，

その関係に性差があるかを検討するために知識の程

度について，正答数の平均点と標準偏差を基準に 3

部に分けると，高知識群 (9問全問正解以下 H群)

は平均値+ISD，中知識群 (8問正解 以下 M群)

は平均値より ISD以内，低知識群(正解 7間以下:

以下 L群)は平均値 ISDとな った。偏見の総合得

点、を従属変数とし，知識の程度と性差を独立変数と

する二元配置の分散分析を行った結果，性別 (F(I，

364) = 5.94，ρ<.05)と知識 (F(2，364) = 4.58， 

p<.05)の主効果は有意であり，仮説 lと仮説 3を

追認する結果となった。知識 3討について多重比較

(Tukey法)を行ったところ，正答数の少ない L群

が H群よりも偏見が強かった (ρ<.05)がM群と H

群の聞には差がなかった。
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Table 3 HIV感染経路に関する知識三群と性差における偏見得点の平均値(標準偏差)

処罰 隔離 子育て 1) 友達 HIV感偏染見/のA総ID合S得に点関する

高知識 (H)対 男性 l.20 (.44) 1.55 (.71) 2.37 ( .99) 1.77 (.81) 6.64 (2.15) 
N=166 交性 1.14 (.42) l.29 (.51) 2.21 ( .97) 1.53 (.65) 6.05 (1.62) 

仁|ヨ知識 (M)鮮 男性 1.14 (.35) 1.67 (.93) 2.48 ( .99) l.86 (.95) 7.14 (2.43) 
N=123 女性 1.15 (.39) 1.41 (β1) 2.29 ( .95) 1.72 (.78) 6.57 (2.00) 

低知識 (L)群 男性 l.39 (.68) 1.70 (.84) 2.57 (l.00) 1.83 (.88) 7.48 (2.57) 
N=81 女性 1.29 (.52) 1.54 (.85) 2.37 (1.11) l. 71 (.96) 6.91 (2.61) 

Nole: 1) 1子育てJは逆転項目であるため，素点を逆転させてある。

答数との相関が有意であ ったのは， 1処罰 (r=-.17，

ρ<.01)J 1隔縦 (r=一.16，ρ<.01)J ["子育て (r=

-.15，p<.01)Jだった。「友達 (r=-.07，ηs.)Jにお

いては有意な相闘が認められなか った。

さらに詳しく検討するために，偏見の四つの指標

を従属変数として，知識，性差，を独立変数とした

二元配置の分散分析を行った。結果，両要因の交互

作用は，いずれの指標においても有意ではなかった

(1処罰JF(2， 364)=.35， n.s.; 1隔離JF(2， 364)=.18， 

η.S.; 1子育てJF(2， 364)=.26 n.s.; 1友達JF(2， 364) 

=.21， n.s.)。知識の程度は， 1処罰」と「子育て」に

おいて， 有意な主効果が認められた (1処罰JF(2， 

364)=4.76，ρ<.01; 1子育てJF(2， 364)=4.50， p< 

.05)が，1隔離Jと「友達」においては，有意ではな

かった(1隔離JF(2， 364)=2.22，ηS.; 1友達JF(2， 

364) = 1.15， n.s.)。多重比較 (Tukey法)を行っ た

ところ， 1処罰」においては， L群は， Ml作・H群よ

りも有意に得点が高かった (ρ<.05)0 1子育て」にお

いては， L群 はH群よ り有意に得点が高かった

(Table 3)。

知識の程度の主効果とは対照的に，性差の主効果

は， 1処罰」と「子育て」では有意ではなく (1処罰」

F(1， 364)= 1.07， n.s.; 1子育てJFO， 364)=1.56， 

n.s.)，1隔離 (F(1，364)=8.22，p<.01)Jにおいて有意

であり， 1友達 (F(I，364)=3.36，p<.10)Jでは有意

な傾向を示した。

以上をまとめると，男性のほうが女性より HIV

陽性者に対する偏見が強く(仮説 1)，HIV感染/

AIDSの感染経路に関する知識が少ない(仮説 2)

けれども，知識が少ないほど偏見が強い(仮説 3)

という傾向がji!ii[忍された。

仮説 3の知識と偏見との関係をより詳しくみる

ために，知識問題の各項目において正答者の群と誤

答者の若手の 21打に分けて，偏見合計得点の平岡値の

差を t検定により比絞したところ，誤答鮮が正答群

より偏見が有意に大きかったのは項目番号 2，5，7，8

であ った。 したがって， これらの項目の知識の獲得

が偏見低減に関係があることが示唆された。

このことをより詳しくみるために，偏見の 4項目

おのおのを従属変数とし，知識問題の各項目の正答

群と誤答群の2tt!f聞の平均値の差を t検定により 比

較すると，以下のよ うな有意差が認められた。まず，

誤答鮮が正答l，t!fよりも，偏見の各指標の得点が高

かったものとして，12目 HIVは， I~，くしゃみによ っ

て感染する」は，誤答群のほうが，偏見のすべての

指標において得点が高かった (1処罰Jt (368) = 

-3.12，ρ<.01; 1隔制Jt(368)= -4.79，ρ<.01; 1子

育てJ t(368)=-4.33， p<.OI; 1友達J t(368)= 

-2.56，ρ< .05)0 15. HIVに感染した人を抱きしめ

ると感染する」においては，誤答群のほうが「処罰」

と 「隔離」の得点が高かった (1処罰Jt (368) = 

2.67，ρ<.01); 1隔離Jt(368)=-3.17，p<.01)。

17. HIVは， クラスやフォ ーク， スプーンを通じて

感染する」は，I1:答若手のほうが，偏見のすべての指

標の得点が高かった (1処罰Jt(368)=一2.23，p< 

.05; 11痛mlu1(368)= -3.72，ρ<.01; 1子育てJt(368) 

=一2.84，p<.OI; 1友達Jt(368) = -2.84，ρ<.01)。
18.経口避妊薬(ピルな ど)は，HIV感染を防ぐこと

ができる」は，誤答群のほうが，偏見のすべての指

標の得点が高か った (1処罰Jt(368)= -2.47， p< 

01; 11痛陥Jt(368)=一2.46，P < .05; 1子育てJt(368) 

= -2.50，ρ<.05; 1友達Jt(368)= -2.21，ρ<.05)。

一方，正答lfiのほうが，誤答群よりも，偏見の各

指標の得点が高かっ た指標として， 11 注射針を共

有すると，HIVに感染する」は，正答群のほうが

「隔肉IU の得点、が高かっ た (t(368)= 2.21，ρ<.05)。
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13. AIDS患者の男性が， 男性とコンド ームを使わ

ないでセックスをするとその相手に HIVは感染す

る」は，正答群のほうが「処罰」の得点が高かった

(t(368) = 2.43，ρ<.05)。

以上のことから， 日IV感染経路に関する具体的な

知識内容によっては，偏見の各指標との関連が異な

ることが示された。

考察

HIV感染/AIDSに関する偏見

HIV感染/AIDSに関する偏見については，先行

研究と同様， 1処罰」において対象者のほとんどが

「そう思、わないJ1どちらかといえばそう思わない」

を回答しており極端な偏見的な態度を示す者が少な

い。その他の指標については， 全対象者の約 10~

40%が，否定的な反応を示していた。これらのこと

は， 1処罰」といった人権を極端に脅かす項目におい

ては，Herek et al. (2002)や稲垣 (1997)の調査と同

様，否定的反応を示す者は少ないが，一部の対象者

にとって，HIV陽性者である PLHA(People living 

with HIV / AIDS)との社会的距離は依然として否定

的にとらえていることを示唆させる。とりわけ，男

性においては，女性に比べて，HIV陽性者との社会

的距離について否定的な反応を多く示しており，そ

の傾向が強いものと考えられる。

近年，偏見は，HIV感染の予防を抑制する要因と

して注目されている。 HIV感染/AIDSを “他人事"

としてとらえ，自らの問題とも思わず，適切な対処

もとられないまま，新規感染する事例が後を絶たな

L 、。さらに，こうした偏見の存在は， リスク集団の

成員である対象者自身にも知覚されるものであるO

それは，HIV感染/AIDSに催患した際，または感染

を疑った際に，偏見や差別が自分に向けられること

を怖れることにつながる。 HIV感染/AIDSの治療

過程において，周囲の援助資源は必要不可欠であ

る。すなわち，免疫状態をコン トロールしていくう

えで，継続した受療行動は不可欠であるし，さらに

治療過程における服薬の継続意思や治療に向かう意

欲は，家族や友人からの情緒的なサポート が少なく

なることによっ て， 損なわれてしまうことが知られ

ている (Prachakulet al.， 2007)。また治療以外にお

いても，就業や社会参画は重要な課題である。この

実現のためには，周囲に自らの免疫状態を開示する

必要があるが，多くの調査において， こうした偏見

や差別を恐れ，自らの免疫状態を隠蔽することに

よって，周囲から孤立 したり，医療機関の受診や抗

体検査の受検を抑制させる ことが知られている

(Kalichman & Symbayi， 2003; Visser， Makin， & 

Lehobye， 2006; Visser， Neufeld， Villier， Makin， & 

Forsyth， 2008)。

HIV感染経路に関する知識および性差

日本人大学生を対象とした本研究では HIV感染/

AIDSの感染経路に関する知識については，対象者

のほとんどが高い知識を有していた(平均正答率

90.4%)。このことは，日本以外の国々での同年齢層

を対象とした調査の結果 (Hereket al.， 2002; Dias 

et al.， 2006)に照らして，日本の大学生が HIV感染

経路に関する知識水準が高いことを示している。さ

らに，HAART療法が開発される以前に，本邦で行

われた調査(稲垣，1997)と比較しでも，高い知識

を有していることが示された。 HIV感染/AIDSの

増加を防いでいくためには知識教育が重要である

が，本調査で得られた結果は，これまでの各種メ

ディア，NGO/NPO，学校教育におけるエ イズ教育

などの取り組みによる成果である考えられる。

ただし，知識の総得点において性差が認められ，

男性が女性よりも HIV感染経路に関する知識が少

なかっ た。このことは，知識啓発における教育の課

題における男子への特別の配慮、を示唆させる。

本邦での HIV感染経路の主な報告は，性行為に

よる感染である。そのうち，全年齢層における異性

間接触による感染は約 2割，向性間接触が 7害IJであ

り，とりわけ男性間での感染拡大が顕著である。さ

らに， 10代後半の若年層においては，HIV陽性者

に占める女性の割合は男性よりも高く報告されてい

る。 HIV感染の予防にはコンドー ムの使用が不可欠

であるが，使用の主体者は男性であるため，女性は

無防備な性行為にさらされることが多 L、。このた

め，それぞれの性別に応じた対策が講じられなけれ

ばならなし、

HIVに関する知識と偏見との関連

HIV感染経路に関する知識が少ないほど偏見が

強いことが示された。このことは，従来の研究で指

摘されてきているように，偏見の認知的側面に働き

かけることの重要性(伊藤，1997)を示すものであ

る。稲垣 (1998)は，マスコ ミや新聞といった各種メ
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ディアにおける HIV感染/AIDSが取りヒげられた

記事数と，知識や偏見との関連を見いだしている。

高木 ・深田 (2008)は，大学生を対象とした調査の

結果か ら，エイズ教育の経験とその質と偏見との聞

に負の関連を見いだしている。これらのことは，情

報提供をはじめとした知識啓発の重要性を指摘する

ものである。

しかしながら，感染経路に関する知識について，

具体的な知識内容に注目し，その正誤による偏見の

得点の差異を詳細に検討したとこ ろ，I注射針の共

有での感染JI男性問でのコンドームなしでの性交

渉による感染」を示す項目において，正答鮮のほう

が 「処罰」の得点が高かった。すなわち， I-IIV 感染

経路に関する知識としては正答であるが，かえ って

HIV陽性者に対する偏見が強かった。このことは，

上述した結果と矛盾するようであるが，エイズ教育

における重要な課題を提起している。エイズ教育，

とりわけ感染予防教育においては，その対象者にコ

ンドームの必要性，または薬物使用と注射針の共有

による違法性と危険性について重点的に扱われる。

換言すれば，ある社会的規範に準じて仮舞うことを

要請するものである。 その結果，その社会的規範が

浸透した集団内の個人には，義務と責任が生じ，逸

脱するほと、処罰の対象となる。すなわち，コンド ー

ムの使用，薬物の未使用という規範が形成されてい

るために，かえって 「処罰」の得点が高かった可能

性がある。 また，冒頭で述べたとおり ，I-IIV感染/

AIDSに関する偏見は，ジエンタ ー， 人種，民族，社

会的階層，性的志向，文化とい った諸要素が密接に

からまって形成されているため複雑な問題を呈 して

いる (Parker& Aggleton， 2003)。男性問での性行

為に対する嫌悪感が，処罰性を強めた可能性があ

る。

エイズ教育は， HIV感染予防行動の促進(感染予

防教育)と HIV陽性者への共感 ・理解の促進(共生

教育)の二本柱から構成されている(武田， 1993;高

本 ・深田， 2008)。そのため，感染予防教育と共生

教育は両立するものでなければならない(高木 ・深

圧し2008)。今後，さらに，どのような知識が，感染

予防と HIV陽性者への共感 ・ rillf~Tji に有効なのかに

ついて，より詳細に検討していかなくてはならな

し、。

さらに， Iくしゃみ，咳JIグラス，フォ ークJI抱

きしめる」においては， HIV感染に誤解がある者

は，偏見のすべての指標において得点が高かった。

こうした日常J支触による感染可能性を誤解するほ

ど， HIV陽性者を避けようとする態度が生起しやす

い理由として，以下の 3点が可能性として考えられ

る。第 lに，こうした日常接触による感染の危険性

がないという知識が之しいこと，第 2に，知識とし

ては知ってはいるがなぜ感染しないのか，そして，

とのようにすれば予防できるのか，といったlij=jli'(iな

知識に乏しいこと， 第 3に，疾患から連想される死

の恐怖と偏見 ・差別への恐怖から，その対処とし

て，感染 リスクを高く見積もった可能性が考え られ

る。

第 lの理由については，本研究で得 られた結果か

らは，最も解釈しやすいが，知識水準が他国の結果

と照らしでも総体的に高い水準にあること，そし

て，多くの大学生が， 日常接触での感染の危険性が

少ないことを教育によって学んできていること(た

とえば，園土 ・松本 ・大塚 ・大津，1999;小磯 ・鈴

木 ・大津 ・笠井 ・石川・ 勝野 ・波法 ・吉田， 1999 

なと)から，知識欠如によるものとは考えにくい。

第 2の理由については，Her巴ketαl. (2002)の調

査によっても同様の指摘がされており，今後本邦の

社会的文脈か らそれが当てはまるかどうかについて

検証していく必要がある。第 3の理由については，

今後，知識に基づいた恐怖と，誤解に基つ、く偏見 ・

差別への恐怖との関係性について，より詳細に検討

していく必要がある。

まとめ

本研究は，HIV感染/AIDSの治療過程におけ る

HAART療法開発後，それまでのいわゆる“感染=

死"という業病の時代から慢性疾患扱いとなった今

日， HIV陽性者は年々増加傾向にあるなか， HIV陽

性者に対する偏見を低減し， HIV感染経路に関する

知識を向上させることが急務の課題と考え，調査を

行った。その結果，他国での調査結果と照らして，

日本の大学生における知識水準は低くはない もの

の，依然として根強い偏見の存在が確認された。さ

らに，知識と偏見との関連について言及した。

これまで述べてきたような， HIV感染/AIDSに

対する人々の否定的な反応は，人類がこれまで直面

してきた数々の疾患に対する反応と類似している。



( 88 ) 応用心理学研究 Vol. 35， No. 2 

疾患に対する誤解から，発症した多くの人々，また

は近縁者，さらには，その症状に類似した特性を持

つ人々が，過度に恐怖の対象となり排斥の対象と

なったことは紛れもない歴史的事実である。 80n-

tag (1989)が“隠輸化された疾患"と定義したよう

に， この種のレッテルfj占りが， 当事者の社会的周辺

化 (marginalization)を引 き起こすのである。

本研究の限界と今後の展望

最後に，本研究の限界と今後の展望について述べ

る。 本研究は， HIV感染jAID8に関する偏見項目

と， HIV感染経路に関する知識 9項目を Diaset al 

(2006)をもとに作成し， 10:1 clコ比較のために Leeet 

al. (2005)の偏見 4項目を日本語訳して用いた研究

(飯田ら， 2008)からの継続 ・発展である。 比較の

ためとはいえ，すでに海外で用いられている質問項

目を和訳して使用したため，本邦の社会的文脈を反

映しきれていない可能性がある。

さらに本研究での偏見の測定は，質問紙法を採用

している。このため対象者の社会的望ましさの影響

から，実際の偏見の測定にバイアスがかかった可能

性は否めない。結果の解釈においては限定的にとら

えなければならない。今後，本邦の社会的文脈に基

づき，日本の実情にあった尺度開発など方法論的に

新たに工夫の余地があるものと考えられる。また本

研究では， HIV感染経路に関する知識量を，i正」

「誤Jという調査者側の基準により算出し偏見との

関連を検討しているため，対象者の知識に対するE在

信度と偏見との関連は定かではなし、。 Carey& 8ch-

roder (2002)は，HIVに関する知識の質問紙に対す

る教示として，iはい (Y田)Jí~ 、いえ (No)J iわから

ない (Don'tKnow)Jの 3水準での評定を求めてい

る。今後， こうした質問教示についても工夫の余地

があるものと考えられる。

本研究は， HIVの感染予防におIする対処行動は直

接扱っていない。そのため，本研究で得られた知見

に加え，さらに，受療行動や抗体検査受検，または，

コンドーム使用といった行動指標との関連を検討し

ていく必要がある。また教育的な視点に基づけば，

非 HIV陽性者から HIV陽性者という一方向での態

度測定だけではなく ，青年期lのすべての者がリスク

集団であるという認識のもと，コ ミュ ニティに共有

されうる， スティグマ (Go仔man，1963; Parker & 

Aggleton， 2003)という観点からの調査も今後の課

題として提起したし、。
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