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1. 緒言 
後 天 性 免 疫 不 全 症 候 群 （ Acquired 

Immunodeficiency Syndrome：AIDS，以下エイズ）
は ， ヒ ト 免 疫 不 全 ウ ィ ル ス （ Human 
Immunodeficiency Virus，以下 HIV）によるウィル
ス感染症である。1981 年にアメリカで最初の患者
が報告されて以来，HIVはこの 20数年の間に爆発
的な感染を広め，性感染症の様相を呈するように

なった。現在，世界中で約 3940万人の人々が HIV
と戦い続けている 1) 。 
日本は，先進国で唯一，HIV 新規感染者が増加
している国である。また，急激に増加傾向にある，

HIVを含む性感染症の新規感染者が，10代から 20
代の若者であることより， HIVの更なる感染拡大
が危惧される。感染拡大防止のためには，正確な

知識の普及とそれに基づいた予防行動が取れるこ

とが必要である。 

そこで本研究では，大学のエイズや性感染症に

ついての知識理解の実態と，どのような情報源を

もとに，エイズや性感染症に関する知識を得てい

るのかを明らかにすることとした。 
 
2. 研究方法 
2-1 調査対象 
Ｉ大学に在学する学生のうち，教養科目，健康・

スポーツを履修している学生 237名（男子 119名、
女子 118 名）である。調査用紙は自己記入式を用
い，平成 17 年 12 月中旬に，各授業の時間内に行
った。 
  教育 人文 理 工 農 計 

男 10 19 26 53 11 119

女 44 39 3 13 19 118

計 54 58 29 66 30 237

2-2 調査内容 

調査用紙は、荒川 2)が考案したものを参考に作成

し，質問内容を以下の 6項目に大別した。 
1） エイズに関する一般知識 
2） 感染（性行為を除く）に関する知識 
3） 性行為による感染に関する知識 
4） エイズに対する意識 
5） 性感染症に関する知識 
6） 性感染症の感染に関する知識及び意識 
回答様式は,「はい」「いいえ」「わからない」の
３者択一様式を採用した。得点化は，知識問題に

ついては正答のみを 1 点とし，それ以外は 0 点と
した。意識を問う問題については「はい」を 2点，
「いいえ」を 0点，「わからない」を 1点とした。 
2-3 分析方法 
・エイズや性感染症に関する知識の理解度と，情報源 
各項目の合計点を平均化し，情報源ごとに平均

点を比較した。統計は，独立したサンプルのｔ検

定を用い，有意水準は 5％とした。 

 
・エイズや性感染症に関する知識得点の性差 
エイズや性感染症に関する知識得点を，男女そ

れぞれについて比較した。差の検定は，男女の正

答者数の度数をχ２検定（両側検定）によって行っ

た。なお，有意水準は 5%とした。 
・エイズに対する意識と，知識の理解度の相関 
一元配置分散分析を行い，意識の度合いと，各

項目の合計点との関連をみた。 
・エイズに関する知識や意識の，10年前との比較 
先行研究と同義問題の問いについて，知識問題

の正答者数や意識レベルの比較をした。差の検定

は 10年前の研究の正答者数と本研究との正答者数
の差を，χ２検定（両側検定）によって行った。な

お，有意水準は 5％とした。 
 
3. 結果と考察 
3-1 エイズに関する知識 

日常生活における感染，たとえば食器，トイレ，

握手などといった接触感染や，咳やくしゃみによ

る飛沫感染では HIV は感染しないという知識はか
なり行き渡っているものの，HIV や性感染症の検
査や正しい予防策に関する問題の正答率は著しく

低かった。若者の性の活発化や初交の低年齢化が

進み，10~20代の人工妊娠中絶や性感染症罹患率の
増加が加速している。そういった現実において，

自らの HIV や性感染症の感染の予防，検査，治療
に関わる知識の普及をねらいとした教育が，特に

必要となってくる。 
3-2 HIV・性感染症に対する予防意識と性差 

不特定多数の人との性交渉で HIV に感染する可
能性が高くなることへの知識は 95.8%と高い正答
率を示していながら，特定のパートナーとだけの

性交渉でも感染しうることへの問いでは正答率は

60.3％に落ちた。このことから，大学生の性ネット
ワークへの意識の低さが示唆される。特定のパー

トナーとだけの性交渉でも HIV や性感染症に感染
することに対する男女の正答率に有意差が認めら

れたことより，特に，男子の意識の低さや知識の

不定着が明らかとなった。 
ピル(閉口避妊薬)の利用では性感染症が予防で
きないことへの理解度は，有意差はないものの，

女性のほうが低かった。ピルを利用することがあ

るのが女性なだけに，危険な結果である。 
これより，性別を問わず，自分の身近な問題に

対して，より正確な知識を得る必要があると考え

られる。 
3-3 エイズに関する知識や意識の 10年前との比較 

HIV を含む性感染症の感染拡大は，10 年前より
も深刻な状況にある。それにもかかわらず，10 年
前の理解度と比べ，総じて，正確な知識理解度が

低下しているといえる。エイズの検査が保健所で

できることや，性行為が HIV や性感染症性の主な



感染経路であるということへの認識率の低下は，

自発的な検査行動や予防行動を起こしにくくする

と考えられる。 
 一方，知識理解度の向上が見られたものもある。

特定のパートナーとの性行為でも感染する可能性

があることや，不特定多数の人との性行為で感染

の可能性が高まるといった，性ネットワークに関

する知識や，コンドームが予防策として万能では

ないことの知識である。これらは，時代のニーズ

に即した内容なだけあって，10 年前に比べて有意
に知識理解が向上したことは評価できる。しかし

知識の普及率がそれほど高くないことから，これ

まで以上の情報提供や，徹底した教育が求められ

る。 
3-4 エイズと性感染症に関する知識の情報源 

表１ 
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テレビ・ラジオ

インターネット

病院・保健所

その他

 
 

エイズや性感染症に関する知識の多くを「学校

の授業・教師」から得ていることが明らかとなっ

た。1992 年に青木 3)によって行われた，エイズに

ついての情報源を問う調査では，第一の情報源の

63%を「テレビ」が担っており，「学校の講義」は
8.4%しかないと報告している。当時のようなマス
コミによる活発な情報力を失ってしまった現代に

おいては，よりいっそう学校教育による確かな知

識理解の徹底や，情報提供へのニーズが高まって

きていると考えられる。 
一方，学校で学んだ知識でも，他のメディアか

ら得た知識あっても，正確な知識理解の度合いに

違いが無いことも明らかとなった。正しい知識が

普及している内容がある一方で，明らかに誤解し

ている内容や，正確な知識が不徹底である内容が

存在していることも明らかである。身近で，知識 
の定着が必要とされているような問題であっても，

どの情報源からも情報提供されていないことがわ

かる。このように，知識理解の内容別による激し

い二極化を考慮すると，情報の偏りが示唆される。 
 

4.まとめ 

1）大学生がエイズや性感染症に関する知識で，最
も影響を受けている情報源は「学校の授業・教師」

で 6割と最も多く，次いで「テレビ・ビデオ」の
2 割だった。これらの情報源による，エイズや性
感染症に対する知識理解度の差はなかった。 

2）知識理解の内容には大きな偏りが見られた。エ
イズがどのような病気であるのかといった内容

や，性行為以外の日常生活では感染しないという

一般的な知識は，ある程度普及しているといえる。

しかし，性ネットワークへの自覚の希薄さや，ま

さに自分達が HIV や性感染症の感染の当事者に
なりうるということへの意識は低く，HIVや性感
染症の予防，検査，治療に関する知識理解までは

いたっていなかった。 
3）10年前と比較すると，学校教育への，HIVや性
感染症に関する教育ニーズはいっそう高まり，果

たすべき役割は大きくなっている。この情報社会

では，マスメディアの力も期待できる。そこで，

学校を始め，地域，家庭，そしてマスメディアが

互いに協力し合い，総合的な体系によってエイ

ズ・性教育が展開されることが期待される。 
・以上のことから，今後は，学校教育を中心に，

情報の偏りをなくし，現代のニーズに即した，正

しい情報や知識の普及を徹底させることが求めら

れる。 
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表 2 正答率   

 ・正答率の 10 年前との比較 1995 年   2005 年   

7 エイズの検査は保健所でできる。 89.4 ↓ 54.0 ***
1 

8 エイズは、不治の病である。 74.4 ↓ 48.5 ***

7 感染者を刺した蚊に刺されることで、エイズウィルスに感染することがある。 81.8 ↓ 37.1 ***

8 歯科治療や鍼治療でもエイズウィルスに感染することがある。 48.0 ↓ 35.0 ***2 

10 エイズウィルスは、母子感染によって胎児や乳児に感染することがある。 94.0 ↓ 84.3 ***

5 エイズは、同性愛者と両性愛者の人だけが感染する病気である。 96.2 ↓ 81.0 ***

6 エイズ感染の主なルートは異性間交渉である。 79.2 ↓ 65.8 ***

9 特定のパートナーとだけの性交渉ならエイズウィルスは感染しない。 48.9 ↑ 60.3 **
3 

10 不特定多数の人との性交渉でエイズウィルスに感染する可能性が高くなる。 71.8 ↑ 95.8 ***

・正答率の性差 正答率 （2005 年）  

3 性感染症は、治療すれば必ず完治する。 50.0 （男：57.6，女：42.2） * 

6 性感染症が、不妊症の原因となることがある。 67.7 （男：62.7，女：72.6)  5 

7 クラミジアや淋病などに感染していると、HIVウィルスに感染しにくくなる。 53.2 （男：53.4，女：53.0) 

2 性感染症は、ピル（閉口避妊薬）の利用によって予防できる。 62.7 （男：65.3，女：60.2) 
6 

3 特定のパートナーとだけの性交渉なら性感染症には感染しない。 64.4 （男：60.2，女：68.6)  *

（↑：10 年前より正答率が上昇，↓：10 年前より正答率低下，＊：ｐ＜0.05，**：ｐ＜0.01，***：ｐ＜0.001）


