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問題と目的

　現在、我が国では、性交や性的接触などの性行動に
より感染する性感染症の蔓延が深刻な状態にある。例
えば、我が国における性感染症定点把握疾患の内、報
告件数が最も多い性器クラミジア感染症の報告件数
は、調査が開始された1999年（25033件）から2008年

（28398件）までに約13.4％増加している（国立感染症
研究所，2010）。性感染症の中には、不妊症（野口，
2009b）や子宮頸癌（笹川，2009）などの重篤な健康
被害を引き起こすことがある。これは、性器クラミジ

ア感染症を始め、女性の場合には、自覚症状が乏しく、
感染に気づき難いといった病態を示し（野口，
2009a）、治療の機会がないまま放置されることがある
からである。このように、性感染症は、感染に気づか
ず、重篤な健康被害を引き起こすことがあるため、性
交や性的接触などの性行動が始まる青年期を対象に、
性感染症の予防行動を促進させるための健康教育を実
施することが重要視されている（尼崎・清水・森，
2009）。特に、大学進学を契機に性交経験が増加し（原，
2007）、初交経験のピークが大学入学前後の時期にな
ることが報告されている（平田・野崎・溝口・窪田・
斉藤，2004）。このことから、大学生を対象に性感染
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症の予防行動を促進させるための健康教育を行う必要
があると考えられる。
　性感染症の予防行動を促進させるための健康教育で
は、男性用コンドーム（以下、コンドーム）の使用行
動に焦点を絞り、理論的枠組みによって構成された教
育を行うことが有効だと考えられる。これまでに、性
感染症の予防法には、「性交や性的接触などの性行動
を慎む、もしくは、性交開始年齢を遅らせる」、「ワク
チンの使用」、「多数の相手との性交を避けさせる」、

「コンドームの使用」が挙げられている（Ford & 
Bowers, 2009）。しかしながら、「性交や性的接触など
の性行動を慎む、もしくは、性交開始年齢を遅らせる」
や「ワクチンの使用」では、依然として、すべての性
感染症に対しての予防効果が示されない可能性がある

（e.g., Underhill, Montgomery, & Operario, 2007; 安元，
2009）。このような現状に対して、相対的にコンドー
ムの使用に焦点を合わせた健康教育が重要になると考
えられる。特に、コンドームの使用を促進させること
は、性交相手の人数を減らすよりも効果的である

（Reiss & Leik, 1989）。そのため、性感染症の予防行
動を促進させるための健康教育では、コンドームの使
用行動に着目した教育が必要だと考えられる。
　先行研究において、性感染症の予防を目的とした介
入研究に共通する要素は、行動を変容させるために理
論的枠組みを用いていることである（Rotheram-
Borus, Swendeman, Flannery, Rice, Adamson, & 
Ingram, 2009）。これまでに性感染症の予防で用いら
れた理論的枠組みの１つとして、行動理論を用いるこ
との有効性は多くの研究者によって支持されている

（e.g., National Institutes of Health, 1997; Noar, 2008; 
Petosa & Jackson, 1991）。一方、行動理論を用いずに
構成された介入研究では、導かれた結果を一般化する
のは困難であることが指摘されている（Brewer & 
Rimer, 2008）。そのため、コンドームの使用行動を促
進させるための健康教育では、行動理論に基づいた教
育が必要だと考えられる。
　Schwarzer（2008）によれば、これまでに提唱され
た行動理論は、連続モデル（continuum model）とス
テージモデル（stage model）に大別することが可能
である。例えば、連続モデルに分類される理論には、

合理的行為理論（Fishbein & Azjen, 1975）、計画的行
動理論（Ajzen & Madden, 1986）が挙げられる。こ
の連続モデルとは、行動が変容する過程を説明するよ
りも行動を予測することに焦点を絞ったモデルである

（Schwarzer, 2008）。連続モデルでは、行動を予測す
ることに焦点を絞っているため、行動よりも行動意図

（behavioral intention）の説明に重点が置かれている
といった問題点があり（Schwarzer, 2008）、また、行
動意図と行動の不一致（Sheeran, 2002）が考慮され
ていないといった問題点がある。一方で、ステージモ
デルに分類される理論には、トランスセオレティカル
モデル（the Transtheoretical Model：TTM）（Pro-
chaska & DiClemente, 1983）が挙げられる。このス
テージモデルとは、行動を予測するよりも行動の変容
する過程を説明することに焦点を絞ったモデルである

（Schwarzer, 2008）。このステージモデルにも問題点
があり、例えば、ステージの区分が前熟考期から熟考
期、そして準備期といった具合に段階的にステージが
変容するのではなく、断片的あるいは循環的にステー
ジが変容する可能性が示唆されている（Sutton, 2000a, 
2000b, 2005; Weinstein, Rothman, & Sutton, 1998）。
そのため、各ステージを時間的な枠組みによって弁別
していることが問題視されている（Sutton, 2000a, 
2000b, 2005）。このように、連続モデルやステージモ
デルには、改善すべき余地がある。すなわち、連続モ
デルでは、行動意図と行動の不一致を埋める要因が必
要とされ、そして、ステージモデルでは、時間的な枠
組みを用いずにステージの弁別を行うことが求められ
ている（Schwarzer, 2008）。このような２つのモデル
の改善点を取りいれた行動理論に、Schwarzer（1992, 
1999, 2001, 2009）が提唱する Health Action Process 
Approach（以下、HAPA）がある（Figure 1）。
　HAPA の各段階について説明を加えると、まず、
動機づけ段階（preintntional motivation processes）
は、人が特定の行動を採択しようとする行動意図を構
成する過程である。明確な行動意図がなければ、人は
習慣的な行動の変容が起こりえないため、行動意図
は、その後の行動を説明する上で、重要な予測変数で
ある（Schwarzer, Sniehotta, Lippke, Luszczynska, 
Scholz, Schüz, Wegner, & Ziegelmann, 2003）。HAPA
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において行動意図は、リスク知覚（risk percep-
tion）、結果予期（outcome expectancies）、自己効力
感（self-efficacy）の３つの要因によって規定され、
動機づけ段階の中で、自己効力感は行動意図に最も高
い影響性を与える変数とみなされている（Schwarzer 
et al., 2003）。次に、意図段階（postintentional voli-
tion processes）において、動機づけ段階の中で形成
された行動意図は、特定の行動を実行するための詳細
な計画（planning）に影響を与える。この計画は、媒
介変数として、行動意図と行動の不一致を埋める要因
であり（Norman & Conner, 2005）、自己効力感から
強い影響を受けている（Schwarzer et al., 2003）。そ
して、特定の行動は、自己効力感と計画の影響を受け
て、特定の行動を発現させると仮定されている。特定

の行動が発現すると、それを維持するためには、行動
意図のみで達成することは難しいことが言われている

（Schwarzer, Schüz, Ziegelmann, Lippke, Luszczyn-
ska, & Scholz, 2007）。そのため、行動意図は行動を予
測する変数として適しているが（Schwarzer et al., 
2003）、行動を維持させる段階では、計画や自己効力
感が重要な要因となる（Schwarzer et al., 2007）。つ
まり、HAPA では、行動を維持させる段階のことも
念頭に入れて理論が構築されている。
　このように、HAPA は、これまでの連続モデルの
改善点である行動意図と行動の不一致を計画という要
因を含めることで克服し、動機づけ段階と意図段階と
いう２つのステージを内在する形で構成されている

（Schwarzer, 2008）。これまでに、HAPA は、身体活

Figure 1　Health Action Process Approach（HAPA）
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動（Lippke, Ziegelmann, & Schwarzer, 2005; Renner, 
Spivak, Kwon, & Schwarzer, 2007; Schwarzer et al., 
2007; Schwarzer & Luszczynska, 2008; Sniehotta, 
Scholz, & Schwarzer, 2005）、胸部自己診察行動

（Luszczynska, 2004; Luszczynska & Schwarzer, 
2003）、睾丸自己診察行動（Barling & Lehmann, 
1999）、デンタルフロス（Schwarzer et al., 2007）、食
行動（Schwarzer et al., 2007; Schwarzer & Luszczyn-
ska, 2008）、喫煙行動（Schwarzer & Luszczynska, 
2008）など様々な行動の説明に用いられている。しか
しながら、我が国では、健康行動に対して HAPA を
用いた検討は少なく（e.g., 井上・岩本・桒原・小島・
乃村・堀・村上・山元，2002；木下・菅井・須釜・真
田・紺屋，2007；眞鍋・瀬戸・上里，2001）、また、
HAPA を用いて性感染症の予防を目的としたコン
ドームの使用行動を検討した研究はない。
　そこで、本研究では、我が国の大学生の性感染症の
予防を目的としたコンドームの使用行動を促進させる
ための健康教育の理論的枠組みとして、HAPA を用
いることが可能であるか検討するために、HAPA を
用いて、コンドームの使用行動の検証することを目的
とした。

方　法

１．調査時期及び調査対象者
　2008年12月から2009年７月の間に、愛知県にある４
年制私立女子大学１校（女性105名）、沖縄県にある４
年制国立大学１校（男性12名、女性１名）、首都圏に
ある４年制私立看護系大学１校（女性22名）、首都圏
にある４年制私立大学４校（男性133名、女性182名）
の各大学に在学する大学生455名（男性145名、女性
310名）を対象に、質問紙調査を実施した。その内、
婚姻暦がなく、過去１年間に性交経験があり、質問紙
に記入漏れがなかった大学生230名（男性80名、女性
150名、平均20.39歳、SD＝1.60）を分析対象とした。
なお、分析対象である大学生230名の内訳は、愛知県
にある４年制私立女子大学１校（女性42名）、沖縄県
にある４年制国立大学１校（男性12名）、首都圏にあ
る４年制私立看護系大学１校（女性15名）、首都圏に

ある４年制私立大学４校（男性68名、女性93名）で
あった。

２．調査内容
　調査対象者に対し、基本的属性（性別、年齢、婚姻
暦、性交経験の有無）に関する質問、コンドームの使
用行動の割合及び計画に関する質問、そして、４種類
の尺度から構成される質問紙を実施した。
１）コンドームの使用行動の割合
　コンドームの使用行動の割合は、過去１年間の特定
のパートナーと膣性交する時に、性感染症の予防を目
的にコンドームを使用した割合に関して、「０％：全
く使用しなかった」から「100％：必ず使用した」ま
での10％刻みによる11件法で回答を求めた。
２）コンドームの使用行動の計画
　コンドームの使用行動の計画は、過去１年間の膣性
交の際に、必ずコンドームを使用するといった具体的
な計画に関して、「０：全く計画をしていなかった」
から「10：具体的な計画をしていた」の11件法で回答
を求めた。
３）性感染症に対するリスク知覚尺度
　本尺度は、先行研究（DeHart & Birkimer, 1997）
に基づき、Amazaki & Mori（2010）により作成され
た性感染症に対するリスク知覚を測定する尺度であ
る。本尺度は、Table 1に示す１因子４項目からなり、
本尺度の信頼性は、α係数及び Ω係数によって確認さ
れ（α＝.71、Ω＝0.72）、本尺度の妥当性は、構成概念
妥当性によって確認されている（GFI＝.99、AGFI
＝.98、CFI＝.99、RMSEA＝.04）。また、本尺度は、
男女間において因子構造と因子負荷量が変わらないこ
とが示されている。さらに、本尺度は、下位尺度得点
が高いほど、性感染症に対するリスク知覚が高いと見
なされる。なお、各項目への回答は、「１：全くそう
思わない」から「５：とてもそう思う」の５件法とし
た。
４）コンドームの使用に関連する結果予期尺度
　 本 尺 度 は、 先 行 研 究（Sherman, Celentano, 
Mcgrath, Chard, Gangakhedkar, Joglekar, Malhotra-
Kohli, Kamya, & Fullem, 2003）に基づき、尼崎・森

（2011）により作成されたコンドームの使用に関連す
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る結果予期を測定する尺度である。本尺度は、Table 
2に示す１因子４項目からなり、本尺度の信頼性は、
α係数及びΩ係数によって確認され（α＝.66、Ω＝.67）、
本尺度の妥当性は、構成概念妥当性によって確認され
ている（GFI＝.99、AGFI＝.96、CFI＝.99、RMSEA
＝.08）。また、本尺度は、男女間において因子構造と
因子負荷量が変わらないことが示されている。さら
に、本尺度は、下位尺度得点が高いほど、コンドーム
の使用に関連する結果予期が高いと見なされる。な
お、各項目への回答は、「１：全くそう思わない」か
ら「５：とてもそう思う」の５件法とした。
５）性感染症の予防行動意図尺度
　本尺度は、先行研究（DeHart & Birkimer, 1997）

に基づき、尼崎・森・清水（2011）により作成された
性感染症の予防に対する行動意図を測定する尺度であ
る。本尺度は、Table 3に示す１因子５項目からなり、
本尺度の信頼性は、α係数及び Ω係数によって確認さ
れ（α＝.83、Ω＝.83）、本尺度の妥当性は、構成概念
妥当性によって確認されている（GFI＝.99、AGFI
＝.99、CFI＝1.00、RMSEA＝.01）。また、本尺度は、
男女間において因子構造と因子負荷量が変わらないこ
とが示されている。さらに、本尺度によって、コンドー
ムの使用行動を説明することが可能な尺度であること
が確認されている。本尺度は、下位尺度得点が高いほ
ど、性感染症の予防に対する行動意図が高いと見なさ
れる。なお、各項目への回答は、「１：全くそう思わ

Table 1　性感染症に対するリスク知覚尺度

・これまでの私の性的な行為では、性感染症に感染する恐れはない

・私は、性感染症に感染している可能性がある

・私は、性感染症に感染している恐れのある人とセックスをしたかもしれない

・私は、性感染症に感染する恐れがある

教示文： 性感染症に感染するリスクについて、最も当てはまる数字を１つ○で囲んで下さい。

Table 2　コンドームの使用に関連する結果予期尺度

・私は、コンドームを使うことで、私とパートナーの信頼関係を築くのに役立つだろう

・私は、コンドームを使うことで、より責任感が増すように感じるだろう

・私は、パートナーがコンドームを使いたがらない時に、セックスを断わるだろう

・私は、パートナーとコンドームを使わないことで、罪悪感にさいなまれるだろう

教示文： 性感染症予防対策としてのコンドームの使用に関連して起こると予想される結果につい
て、最も当てはまる数字を１つ○で囲んで下さい。

Table 3　性感染症の予防行動意図尺度

・私がセックスするのであれば、性感染症の危険性を減少するように用心する

・近い将来、私は性感染症にかからないような安全なセックスをするつもりだ

・私は、性感染症にかからないような安全なセックスを実行すると決めている

・私は、セックスをするときに、コンドームを使うように試みる

・私は、習慣的にコンドームを使ったセックスをする

教示文： 性感染症の予防に関連する行動に対して、あなたはどのぐらい意図していますか。最も当
てはまる数字を１つ○で囲んで下さい。
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ない」から「５：とてもそう思う」の５件法とした。
６）Phase-Specific Self-Efficacy Scale
　本尺度は、先行研究（Lippke et al., 2005; Luszczyn-
ska, 2004; Luszczynska & Schwarzer, 2003; 
Schwarzer & Luszczynska, 2008; Sniehotta et al., 
2005）を参考に、Amazaki, Shimizu, & Mori（2009）
により作成されたコンドームの使用行動を実行し始め
る前から、コンドームの使用行動を習慣化させるまで
の過程に働きかける自己効力感を測定する尺度であ
る。本尺度は、３因子（Maintenance self-efficacy、
Action self-efficacy、Recovery self-efficacy）12項目
から構成されている。本研究では、男女差が認められ
ず、状況に左右されずにコンドームを使用することに
対する自己効力感を表す「Action self-efficacy」４項
目を用いた（Table 4）。「Action self-efficacy」の信頼
性は、α係数及び Ω係数によって確認され（α＝.96、
Ω＝.96）、本尺度の妥当性は、構成概念妥当性によっ
て確認されている（GFI＝.95、AGFI＝.99、CFI＝.99、
RMSEA＝.07）。本因子は、下位尺度得点が高いほど、
Action self-efficacy が高いと見なされる。各項目への
回答は、「１：全く自信がない」から「５：とても自
信がある」の５件法とした。

３．調査方法
　調査は、集合調査法及び郵送調査法の２つの調査法
を用いて実施した。調査は、各講義の担当教員に許可
を得た上で、講義前に質問紙を配布し、調査協力を承
諾した者のみが実施した。質問紙の表紙には、「異性
間の性交及び性的接触における性感染症の予防に関す
る調査」と明記し、本調査が性感染症の予防に関する
調査であり、各質問項目は、性感染症の予防を目的と

したコンドームの使用を念頭に回答を行うように説明
を行った。また、集合調査では、質問紙はその場で回
収を行ない、郵送調査では、所定の封筒を使用して質
問紙の郵送を行うように指示した。

４．倫理的配慮
　調査の倫理的な配慮として、調査は無記名式で行
い、得られたデータは研究以外に使用しないこと、協
力は任意であることを口頭及び紙面にて説明した。ま
た、調査協力を拒否した場合に、学業成績等の面で不
利益を被ることがないことを口頭にて説明を行った。
さらに、調査の目的、調査協力者の自由意志による回
答、個人情報の守秘義務など、研究上の倫理性につい
ての説明を口頭及び紙面で行い、その上で合意した者
のみ回答をするように指示した。

５．分析方法
　本調査で用いた各尺度の下位尺度得点を算出し、
HAPA のモデル構成に従い、共分散構造分析による
パス解析を行い、コンドームの使用行動を説明する
HAPA のモデル検証を行った。推定方法は、最尤法
を用い、モデルの識別性を確保するために、誤差変数
から観測変数への各パスを１に固定した。なお、分析
には、Amos 5を用いた。

結　果

　本調査で用いたコンドームの使用行動の割合及び計
画に関する質問、そして、４種類の尺度で得られた平
均値及び SD を Table 5に示した。共分散構造分析に
よるパス解析を行った結果、HAPA の適合度は、

Table 4　Phase-Specific Self-Efficacy Scale（Action self-efficacy）

・私は、相手が使いたがらなくても、毎回、コンドームを使用できる

・私は、相手が嫌がっても、毎回、コンドームを使用できる

・私は、相手と分かり合えなくても、毎回、コンドームを使用できる

・私は、相手との関係が気まずくなったとしても、毎回、コンドームを使用できる

教示文： あなたは、性感染症の予防を目的としたコンドームの使用を考えた場合、以下の質問に対
して、どのくらいの自信がありますか。最も当てはまる数字を１つ○で囲んで下さい。
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GFI＝.96、AGFI＝.84、CFI＝.95、RMSEA＝.14を示
した（Figure 2）。本結果で示した HAPA の適合度指
標の一部は必ずしも良好な値ではないが、積極的に棄
却する程の値ではないと判断した。このことから、全
体として許容される範囲の値が得られたと見なし、

HAPA によって、大学生の性感染症の予防を目的と
したコンドームの使用行動を説明することが可能であ
ると判断した。
　HAPA における３つの外生変数間の相関は、「リス
ク知覚」と「結果予期」は r＝－.04（ns）、「リスク知

Table 5　各質問項目及び各尺度の基礎統計量

調　査　項　目 平均値 SD 最小値 最大値

コンドームの使用行動の割合 66.48 36.17 0 100

コンドームの使用行動の結果 7.88 2.88 0 10

性感染症に対するリスク知覚尺度 9.43 2.79 4 20

コンドームの使用に関連する結果予期尺度 22.09 4.11 5 25

性感染症の予防行動意図尺度 15.03 3.71 4 20

Phase-Specific Self-Efficacy Scale（Action self-efficacy） 16.12 4.41 4 20

.30 ***

.34 ***.47 ***

.28 ***

.14 *

.40 ***

e1

.49

e2

.31

e3
.04 ns

.67 ***

Note:

e1-e3

Action self-efficacy Phase-Specific Self-Efficacy Scale Action self-efficacy

* p .05 *** p .001

GFI=.96 AGFI=.84 CFI=.95 RMSEA=.14

Action
self-efficacy

.06 ns

.10 ns

.24

Figure 2　HAPA を用いた大学生のコンドーム使用行動のモデル図（標準化推定値）
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覚」と「Action self-efficacy」は r＝－.10（ns）、「結
果予期」と「Action self-efficacy」は r＝.67（p＜.001）
であった。また、HAPA における各内生変数の決定
係数は、「予防行動意図」がR2＝.49であり、「コンドー
ムの使用行動の計画」が R2＝.31であり、「コンドーム
の使用行動の割合」が R2＝.24であった。
　次に、「リスク知覚」、「結果予期」、「Action self-
efficacy」の各変数から、「コンドームの使用行動の割
合」への直接効果、間接効果、総合効果について検討
を行った。まず、「リスク知覚」から「予防行動意図」
への直接効果を示すパスは有意でなかった（β＝.06, 
ns）。また、「リスク知覚」から「コンドームの使用行
動の割合」への総合効果は β＝.01であった。次に、「結
果予期」から「予防行動意図」への直接効果を示すパ
スは有意であった（β＝.30, p＜.001）。また、「結果予
期」から「コンドームの使用行動の割合」への総合効
果は β＝.03であった。最後に、「Action self-efficacy」
から「予防行動意図」への直接効果を示すパスは有意
であった（β＝.47, p＜.001）。また、「Action self-effi-
cacy」から「コンドーム使用行動の割合」への直接効
果を示すパスは有意であった（β＝.14, p＜.05）。さら
に、「Action self-efficacy」から「コンドーム使用行動
の割合」への間接効果は β＝.18であった。そして、

「Action self-efficacy」から「コンドーム使用行動の割
合」への総合効果は β＝.33であった。

考　察

１．HAPAによるコンドーム使用行動のモデル検証
　共分散構造分析によるパス解析を用いて、HAPA
による大学生の性感染症の予防を目的としたコンドー
ムの使用行動のモデル検証を行った。その結果、モデ
ルの適合性を表す各指標は、GFI 及び CFI の値が .90
以上の値を示し、十分な適合性を示した（山本・小野
寺，2000）。また、本研究で示された AGFI の値は、
AGFI の適合性の許容範囲にわずかに及ばないが、概
ね良好な値であると言える。一方で、本研究で示され
た RMSEA の値は、RMSEA の適合性の許容範囲と
される.05≦RMSEA＜.10を満たさなかった（田部井，
2001）。しかしながら、モデルの評価を行う場合には、

各適合度指標を組み合わせて相対的にモデルの良さの
判断を行うことが推奨されている（室橋，2003）。こ
のことから、本研究の結果は、GFI 及び CFI が十分
な適合性を示しており、AGFI の値も概ね良好である
ことから、本研究で用いた HAPA は、大学生の性感
染症の予防を目的としたコンドームの使用行動を説明
することが可能なモデルであると判断できる。
　HAPA における観測変数間の標準回帰係数につい
て検討すると、各パスは５％から0.1％水準で有意で
あった。しかし、唯一、「リスク知覚」から「予防行
動意図」へのパスのみが、有意なパス係数を示さな
かった（β＝.06, ns）。この結果は、これまでに HAPA
を用いた先行研究においても同様に、リスク知覚から
行動意図への有意なパスが得られないことが見受けら
れ る（e.g., Lippke et al., 2005; Luszczynska & 
Schwarzer, 2003; Luszczynska, 2004; Renner et al., 
2007; Schwarzer & Luszczynska, 2008）。この有意な
パスが得られない一因として、横断的調査のような一
時点でのリスク知覚の測定では、リスク知覚から行動
意図への有意なパスが得難いといったリスク知覚の不
安定さが示唆されている（Luszczynska & Schwar-
zer, 2003）。また、本研究では、リスク知覚の不安定
さ以外に、「リスク知覚」から「予防行動意図」への
有意なパスが得られなかった原因が２つ考えられる。
第１の原因として、青年期の特徴が関与すると考えら
れる。青年期では、性に関する知識や情報を友人や先
輩から得ている者が５割から８割程度おり（日本性教
育協会，2007；東京都幼稚園・小・中・高・心障性教
育研究会，2005）、友人や先輩などの信頼性に欠ける
情報源から得た知識を過信する傾向があることが指摘
されている（Buysse, 1996）。そのため、本研究で対
象とした大学生においても同様に、性感染症に関する
正確な知識を身につけておらず、性感染症に対するリ
スク知覚が不十分であった可能性がある。次に、第２
の原因として、日本人のリスク知覚の特徴が関係して
いることが考えられる。広瀬・Slovic・石塚（1993）
が AIDS をはじめとしたリスクに関して日米の大学生
を対象に行ったリスク知覚の比較調査によると、
AIDS は、日米両国の大学生が社会的影響性の高いリ
スクであると評価している。しかし、自分自身への影
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響性については異なり、米国大学生は AIDS を個人的
影響性の高いリスクであると評価しているのに対し、
日本大学生は AIDS を個人的影響性の低いリスクであ
ると評価している。また、AIDS の経済的・政治的影
響性に対して、米国大学生は高いリスクであると評価
しているのに対し、日本大学生は低いリスクであると
評価している。このように、広瀬他（1993）の研究で
は、リスクの対象が AIDS に限定されているが、我が
国の大学生は、性感染症に対するリスク知覚が総じて
低いことが考えられる。そのため、本研究の結果で示
されたように、「リスク知覚」からのパスが有意でな
かったと考えられる。これら２つの「リスク知覚」か
らのパスが有意でなかった原因を勘案すると、大学生
のコンドームの使用行動を促進させる介入を行う際に
は、「自分が性感染症に感染しているかもしれない」
というようなリスク知覚を喚起するプログラムだけで
は、有意な介入効果が期待できない可能性があること
が示唆された。
　HAPA における「リスク知覚」、「結果予期」、

「Action self-efficacy」から「コンドームの使用行動の
割合」への総合効果を検討すると、「リスク知覚」か
ら「コンドームの使用行動の割合」への総合効果は β

＝.01であり、「結果予期」から「コンドームの使用行
動の割合」への総合効果は β＝.03であり、「Action 
self-efficacy」から「コンドームの使用行動の割合」
への総合効果は β＝.33であった。これら３つの変数の
総合効果を比較すると、「Action self-efficacy」から

「コンドームの使用行動の割合」への総合効果が最も
高いことが示された。また、「リスク知覚」、「結果予
期」、「Action self-efficacy」の各変数から「予防行動
意図」への影響性を検討すると、「Action self-effi-
cacy」が最も高い影響性を示していた。これらの結果
は、自己効力感がコンドームの使用を含む安全な性行
動と関連していることや（Basen-Engquist, 1994; 
Goldman & Harlow, 1993; Lewis, Malow, & Ireland, 
1997; O’ Leary, Goodhart, Jemmott, & Boccher-Latti-
more, 1992; Wulfert & Wan, 1993）、HAPAにおいて、
自己効力感が行動意図の最も予測性の高い変数である
という指摘（Schwarzer et al., 2003）を支持する結果
であった。したがって、大学生の性感染症の予防を目

的としたコンドームの使用行動を促進させる健康教育
では、状況に左右されずにコンドームを使用すること
に対する自己効力感を高めることに焦点を合わせる必
要性が示唆された。また、これまでに、コンドームの
使用行動に対する自己効力感を高める介入を実施する
ことで、コンドームの使用に関連する不安を減少さ
せ、コンドームの使用に対する肯定的な認知を高め、
コンドームの使用行動が促進する可能性が示唆されて
いる（Dilorio, Dudley, Soet, Watkins, & Maibach, 
2000）。このことからも、大学生の性感染症の予防を
目的としたコンドームの使用行動を促進させるために
は、積極的にコンドームの使用行動に対する自己効力
感を高める健康教育が有効であると考えられる。
　また、本研究で用いた HAPA は、欧州の健康心理
学領域を中心に、多様な行動の説明に用いられてき
た。しかしながらが、我が国では、HAPA を用いた
研究は少なく、我が国において、HAPA を用いて性
感染症の予防を目的としたコンドームの使用行動につ
いて検討されていなかった。そのため、本研究によっ
て、性感染症の予防を目的としたコンドームの使用行
動の促進のための健康教育に HAPA を適用すること
が可能であることが示された。このことから、本研究
によって、副次的にHAPAの汎用性を示す結果になっ
たと考えられる。

２．本研究の限界と今後の課題
　まず、本研究の限界として、本研究では、調査対象
者に占める男性の割合が女性に比べて少なかったた
め、性別による HAPA のモデル検証ができていない。
そのため、今後は男女の構成比を考慮し、調査対象者
数を十分に確保した上で、男女別の２つの母集団によ
る多母集団同時分析を行い、HAPA における各係数
に性差があるか検討する必要があると考えられる。
　次に、本研究では、コンドームの使用行動を「性感
染症予防のため」と限定して調査を行った。しかしな
がら、実際のコンドームの使用行動に際しては、「性
感染症予防」と「避妊」の２つの目的を意図したコン
ドームの使用が考えられ、これら２つを目的とした行
動意図を分離することは困難である。仮に避妊だけを
意図したコンドームの使用であっても、コンドームの
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使用がもたらす性感染症の予防効果がある。そのた
め、今後は、「性感染症の予防」と限定的に行動意図
を捉えずに、包括的に行動意図を捉えてコンドームの
使用促進のために HAPA のモデル検証を行う必要が
ある。
　次いで、本研究で用いた性感染症に対するリスク知
覚尺度及びコンドームの使用に関連する結果予期尺度
の α係数がやや低いため、２つの尺度の信頼性が
HAPA のモデルの適合性に影響を与えている可能性
は否定できない。そのため、今後は、本研究で使用し
た尺度とは異なる「リスク知覚」及び「結果予期」を
測定可能な尺度を用いて検討する余地があるといえ
る。
　最後に、本研究では、性感染症の予防を目的とした
コンドームの使用行動を従属変数として HAPA のモ
デル検証を行った。そのため、本研究では、調査時点
までに性交経験がある大学生のみの結果となり、調査
時点までに性交経験がない大学生を HAPA のモデル
検証に含むことができなかった。性感染症は、性交や
性的接触などの性行動が開始するともに感染する機会
が増加する感染症であるため、性行動が開始する前
に、予防的な介入を行うことが重要だと考えられる。
これまでに我が国で行われた性行動に関する調査報告
によれば、初交における膣性交時のコンドームの使用
状況は、18－24歳では約30％がコンドームを使用して
おらず（木原正博・木原雅子・内野・石塚・尾崎・島
崎・杉森・土田・中畝・簑輪・山本，2001）、また、
高校生では、約20％が初交の性交時に性感染症の予防
に何も注意を払わなかったと回答している（東京都幼
稚園・小・中・高・心障性教育研究会，2005）。これ
らの報告にあるように、本研究の調査時点までに性交
経験のない大学生の中には、性感染症に対する予防意
識が低い者が潜在的に存在するといえる。そのため、
初交時にコンドームを使用しない者が存在する可能性
があることから、性行動を開始する前に予防的な介入
を行い、初交時から適切にコンドームを使用するよう
に働きかける必要性がある。そこで、今後の課題とし
て、前向きの調査による経年的な調査を実施すること
により、調査時点では性交経験がない調査対象者を含
め、モデルの検出力を高める必要がある。そして、得

られた結果に基づき、より効果的な性感染症の予防を
目的としたコンドームの使用行動を促進するための健
康教育を実施したい。
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