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要 旨 
 本論文は、エイズ相談・検査を利用することへの利益性と障がい性認知についての仮説生成的研究

である。自由記述文に対して，エイズ相談・検査の利用経験による差異を検証した。はじめに，58

名(男性 15 名，女性 43 名)の青年を対象としたアンケート調査を行い，自由記述文の分類基準を適用

し，基準の適切性について検討した(予備調査)。さらに，A 県内全域の保健所等におけるエイズ相談・

検査利用者調査を対象としたアンケート調査を行った(本調査)。郵送によって回収された利用者 47 名

(男性 27 名，女性 19 名，不明 1 名)の自由記述文に対して，エイズ相談・検査の利益性・障がい性認

知の各カテゴリーに分類した。最後に，各カテゴリーに分類された人数の差を、利用経験による差異

についてχ2 検定によって検討した。結果，未利用者は、利用者よりも，エイズ相談・検査利用の利

益性認知として「専門的援助の獲得」を期待しやすいこと，さらにエイズ相談・検査利用の障がい性

認知として「自己開示の負担」を懸念しやすい可能性を示した。この結果に基づいて，エイズ相談・

検査利用促進のための予防的介入時における教育的メッセージの内容に言及し，今後の研究の方向性

について論じた。 

 

キーワード：エイズ相談・検査，質的研究，援助要請，利益性と障がい性認知 

 

Ⅰ．はじめに 

 2014 (平成 26) 年の厚生労働省エイズ動向委員会による年次報告によれば，新規での HIV 感染報告

は 1,091 件 (過去 3 位)，AIDS 発症報告は 455 件 (過去 4 位) であって，この傾向は横ばいの傾向を

辿っている。わけても，UNAIDS による世界の新規報告が，2000 (平成 12) 年は，HIV 感染で 310

万人(300-330 万)であったのに対して，2014 (平成 26) 年は 200 万人(190-220 万人)であり減少が顕著

であることを鑑みると，本邦での HIV/AIDS 対策には多くの課題があること明らかである。 

 抗HIV薬による長期生存が可能(Lohse, Hansen, Pedersen, Kronborg, Gerstoft,, Sørensen, Vaeth., 

& Obel, 2007)となり，抗 HIV 薬の早期内服による二次感染予防確率は 96%である(Cohen, Chen, 

McCauley, Gamble, Hosseinipour, Kumarasamy, Hakim, Kumwenda, Grinsztejn, Pilotto, Godbole, 
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Mehendale, Chariyalertsak, Santos, Mayer, Hoffman, Eshleman, Piwowar-Manning, Wang, 

Makhema, Mills, de Bruyn, Sanne, Eron, Gallant, Havlir, Swindells, Ribaudo, Elharrar, Burns, 

Taha, Nielsen-Saines, Celentano, Essex, Fleming., & HPTN 052 Study Team, 2011)。このような

HIV/AIDS 医療を取り巻く進展を受けて。近年では「予防としての治療(treatment as prevention)」

という概念が登場し，今や関連諸科学が総力を挙げて HIV 感染/AIDS の予防に取り組んでいく時代

ともなった。 

 「予防」とは，HIV 感染および AIDS の発症を防ぐことを意味する。この実現のためには，「人間

の行動」に焦点を当てた介入策の検討が必要である。なぜならば，本邦における HIV 感染の多くは，

人同士の性行為を感染経路としているからである。実際に，人が他者との性交時におけるコンドーム

の使用(樋口・中村, 2009; 古谷野・松高・桑野・早津・西川・星野・後藤・町・日高, 2014)，あるい

は，早期発見・早期治療に資するエイズ相談・検査の利用(飯田・佐柳, 2014)，といった「人間の行動」

変容に焦点をあてた取り組みはある。また，AIDS の発症を防ぐという意味においても受療行動や服

薬行動(池田・川村, 2008)に焦点を当てていく必要がある。しかしながら，日本において、こうした行

動変容に焦点をあてた研究は数少なく，さらに，体系的に行われた研究は少ない。 

 HIV/AIDS の予防行動は，人が健康を維持していく上では健康行動として位置づけられる(飯田, 

2013)。理論的には、健康心理学等における応用行動理論が挙げられる(例：ヘルスビリーフモデル: 

Becker, 1974)。本論文では，人間の健康行動生起の規定因の一つとして，行動実行による利益性と障

がい性認知(飯田・佐柳, 2014)に注目する。基本的仮説として，エイズ相談・検査利用の利益性認知

（Perceived Benefits）が，障がい性認知 (Perceived Barriers)を上回れば，行動実行に至る可能性が

高まるとされる。反対に，障がい性認知が利益性認知を上回れば，行動回避に至る可能性が高まる。

Grispen., Ronda, Dinant, Vries, Weijiden(2011)は，コレスステロール，血糖値，HIV の三つのセル

フチェックテストのおける利用決定因について調査し，利益性認知が最もその利用を予測する要因で

あった，としている。それ以外の疾患を対象とした分野においても，このような観点から行った介入

研究を行い，乳がん検診の受診率を約 3 倍に高めた，という報告もある(Ishikawa, Saito, Hirai, et al., 

2012; Harada, Hirai, Arai, et al., 2013; Hirai, Harada, Seki, et al., 2013)。 

 上述したように，エイズ相談・検査の利用促進を意図した研究は少ない。このような分野に焦点を

当てた研究分野として，心理学においては援助要請研究や被援助志向性研究がその代表例として挙げ

られよう。この研究分野は，人が悩んだ際の周囲に「援助を求める」ということに焦点をあてたもの

であり，教育心理学や臨床心理学の分野等で活発に論じられている。永井・新井(2008)は，中学生の

友人間における「援助を求める行動」に焦点を当てて，独自に開発した「利益とコスト尺度」と「援

助を求める行動」との間での関連を検討したところ，利益が行動実行に正の影響を与えていた。従来

より「人に援助を求める行動」は，各文化圏においてその規定要因は異なることが指摘されてきたが，
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この行動実行の「利益」を強調することが，援助資源の利用に結びつきやすくなる，という現象が異

なった文化間においても有用であることは非常に興味深い。  

 飯田(2013)は，永井・新井(2008)の理論を自身の研究に応用した検討を行っている。ここでは，相

談行動の利益とコスト尺度とエイズ相談利用意図との関係について，大学生 230 名を対象として検討

している。質問紙調査から得られた結果に基づいて相関分析を行い，女性において，利益とエイズ相

談意図との間に正の相関を認めた。一方で，説明率は 5%に満たなかった。このことは，性差による

影響もあるが，「エイズ相談・検査の利用」という領域固有の特徴による影響があるとも考えられた。

そこで，飯田・佐柳(2014)は，青年 188 名を対象として，エイズ相談利用の利益性・障がい性認知構

造についての仮説生成的研究を行っている。自由記述式でのアンケート調査から得られた回答に基づ

いて，グラウンデッド・セオリー法を参考とした質的分析を行った。その結果，エイズ相談利用の利

益性認知として，4 の上位カテゴリー，9 の下位カテゴリーを生成した。さらに，エイズ相談利用の

障がい性認知として，4 の上位カテゴリー，12 の下位カテゴリーを生成した。以下，そのカテゴリー

内容である。 

 エイズ相談・検査利用の利益性認知としては，大カテゴリーとしては，①情報や対処法獲得への期

待，②専門家相談への安心感，③感染拡大への予防，④物理的利便性である。エイズ相談利用の障が

い性認知としては，①開放することへの抵抗感，②エイズ恐怖，③汚名への心配，④特にない，であ

った。ここで仮説的に見出された各カテゴリーは，従来から指摘されてきた援助要請研究における各

変数と近似している。飯田・佐柳(2014)は，「エイズ相談・検査の利用」という行動に特化させ，固有

の認知構造の解明を試みている。そこで、本研究では，１）飯田・佐柳(2014)のエイズ相談利用の「利

益性」と「障がい性」認知のカテゴリー分類とその基準が，飯田・佐柳(2015)とは異なるサンプルに

適応可能かについて検討することと（予備調査），２）実際のエイズ相談利用者が認知する「エイズ相

談利用の利益性と障がい性認知」とエイズ相談未利用者とのデータの比較（本調査）をすることであ

った。 

 

Ⅱ．予備調査 

 

方法 

調査協力者 

四年制私立大学に通う大学生（以下，大学生とする）。調査実施時期は 2015 年 2 月上旬であった。

講義終了後の時間を利用して，調査票が配布された。結果，97 名(男性 25 名，女性 72 名)に質問紙を

配布したところ，58 名(男性 15 名，女性 43 名)からの回答を得た(回収率=87.6%)。本研究では，自由

記述式の設問に回答をした者 58 名(男性 15 名，女性 43 名)を分析の対象とした。 
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調査手続きは，心理学の講義時間終了後に，口頭で『HIV/AIDS に関する意識調査』実施したいこ

と，そして，その調査への協力の可否は自由なものであり，授業評価とは関係が無いこと，調査は匿

名であること，調査用紙の受け取りは任意であることを説明した。説明後，一旦，調査者は退室し，

調査へ非協力者が退室できるよう配慮した。調査協力者が座る席が隣り合っていないことを確認し，

調査票を配布した。調査票には依頼文が添付してあり，口頭での説明事項と同様のことを記載した。

調査票への回答を終えた者から，教室出口に設置した回収箱に提出した。その際，調査者は回収箱か

ら離れ，調査票記入者との照合ができないようにした。 

調査内容 

エイズ相談・検査利用の「利益性と障がい性認知」 「あなたが，もし HIV 感染症に関することで

の悩みごとや困ったとして，保健所，電話相談機関，医療機関（医師）のいずれかの専門機関に相談

するとしたら」と想定した上で，利益性として「①相談して「よいこと」や「相談してよかったと思

えること」，障がい性として「②相談して「悪いこと」や「相談しなければ良かったと思うこと」はど

んなことがあると思いますか？」を尋ねた。 

２）その他，性別や年齢について尋ねた。 

 

結果と考察 

調査用紙の自由記述欄での回答を分析の対象とした。エイズ相談・検査利用の利益性認知には，57

名(男性 14 名，女性 43 名)が回答した。エイズ相談・検査利用の障がい性認知には，41 名(男性 12 名，

29 名)が回答した。 

研究協力者 2 名（修士課程修了者 1 名，博士後期課程修了者 1 名）が全ての記述文章について，意

味内容ごとに分類した(以下，文とする)。結果，利益性認知においては，57 名の記述文章に対して，

104 文が得られた(1 人あたり 1.81 文)。障がい性認知においては，41 名の記述文章に対して，48 文

が得られた（1 人あたり 1.17 文）。 

利益性および障がい性認知における各文について，質的研究法の研究経験者 2 名が分析者として，

別々に，「エイズ相談利用の利益性と障がい性認知」の各概念の説明用紙に基づいて，全文を各小カテ

ゴリーに分類した。結果，利益性認知においては，「正しい知識の獲得」に 17 文，「感染の確認」に

27 文，「専門的援助の獲得」に 17 文，「対処法の獲得」に 13 文，「プライバシーの保護」に 5 文，「安

心感」に 20 文，「二次感染の予防」に 2 文という結果が得られた。いずれの小カテゴリーにも分類で

きなかった回答は 2 文あった。 

障がい性認知においては，「自己開示の負担」で 8 文，「恥ずかしい」で 5 文，「相談することへの

心理的抵抗」で 2 文，「時間的問題」で 2 文，「結果への不安」で 10 文，「他者へ知られることへの恐

れ」で 9 文，「パートナーの反応への懸念」で 1 文，「偏見の懸念」で 3 分，「相談者の反応への懸念」
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で 2 文，「特にない」で 4 文であった。分類不能は 2 文でありあった。 

分析者二名による分類結果について，カッパ係数について算出したところ，利益性認知は k =.83，

障がい性認知は k =.90 であった。 

利益性認知における各文のうち分類不能であった 2 文は，「しっかりと気持ちのある忠告をしてく

れる」「真剣に相談に乗ってくれる」といった文であったこと同じ意味内容であることから，分析者 2

名の合議により新たな小カテゴリーを生成することとした。結果，「相談者への信頼感」と命名した。

障がい性認知における各文のうち分類不能であった 2 文は，「相手側から”自業自得だと思われる”こと」

「自業自得的な言い方をされる」といった文であって同じ意味内容であることから，分析者 2 名の合

議によって新たな小カテゴリーを生成することとした。結果，「相談者への不信感」と命名した。 

以上のことから，飯田・佐柳(2014)の「エイズ相談利用の「利益性」と「障がい性」認知のカテゴ

リー分類」に基づいて作成した各概念定義に基づいて，分析者二名によって分類したところ実質的に

一致しているとみなされる高いカッパ係数であることが確認され，以降の調査においてこれを用いる

ことは妥当と考えられた。 

 

Ⅲ．本調査 

方法 

調査協力者 

調査協力者は，A 県内全保健所におけるエイズ相談・検査利用者（以下，利用者とする）であった。

調査実施時期は，2014 年 9 月中旬から 12 月中旬(3 ヶ月間)であった。調査期間中，郵送での返送が

あった 47 名(男性 27 名，女性 19 名，不明 1 名)を分析の対象とした。 

 

手続き 

 A 県内の全 5 箇所の保健所を研究協力機関とした。A 県の所管部署に研究計画および調査票を事前

に呈示し，調査協力を依頼した。その後，管轄内の全保健所の保健所所長あるいはエイズ相談・検査

担当者（保健師，臨床検査技師等）を個別に訪問し，調査実施への了承を得た。調査実施に係り配布

方法を説明し，配布時の留意事項（エイズ相談・検査利用者の調査票受取は任意であって，配布時そ

のことを明言すること，調査票回収は調査者の所属機関に調査票同封の切手付き葉書を用いて郵送で

あること）を伝えた。以上の手続きを経て，調査期間内における各保健所のエイズ相談・検査利用者

に質問紙がエイズ相談・検査担当者より配布された。調査票を受け取った者は，保健所外の任意の場

所で調査票に回答した。回答後，郵便ポストに投函した。 
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倫理的配慮 

 文部科学省・厚生労働省「疫学研究に関する倫理指針：平成 20 年 12 月 1 日一部改正」及びヘルシ

ンキ宣言「疫学研究の倫理指針」を遵守した。また，調査協力者のプライバシーをできる限り保護す

るために以下のことを行った。まず，調査内容が人の生死や「性」というプライベートな問題である

ことから，調査協力者の心理的負担を軽減するために，質問紙およびその他の書類は全て１つの封筒

に収めることで，参加者が不用意に人の生死や性にかかわる情報に接触しな 1 いようにした。配布前，

調査票配布者は，調査は HIV/AIDS に関わる内容であって，封筒の受け取りは任意であること，拒否

しても不利益がないことを説明した。そして，説明用紙には，第一に，質問紙記入は任意であること，

第二に，個人は特定しないこと，第三に，研究以外の目的には使用しないこと，第四に，エイズ相談

を受けられる機関の案内文を配布した。 

 

調査内容 

社会的属性 年代として，調査協力者の 10 歳代から 90 歳代までに属する年齢層について尋ねた。性

別 男性，女性，そのほかの三つの選択肢のいずれかに回答してもらった。国籍は，日本，それ以外

（国名記載）を尋ねた。 

受検経験 質問紙には「今回アンケートを渡された時に受けた HIV 抗体検査以外に，あなたは HIV 抗

体検査を受検したことがありますか？」と尋ね，ある場合には，その回数を尋ねた。 

感染経路 感染を疑ったきっかけとなる経路について，①性的接触による感染（異性間・同性間・異

性間及び同性間），②注射器の共有，③輸血，④その他（自由記載）を求めた。 

エイズ相談・検査利用の「利益性と障がい性」認知 質問紙では，「あなたが，保健所，電話相談機

関，医療機関（医師）のいずれかの専門機関に HIV 感染症に関することで悩みごとや困ったことを相

談したことについて」と尋ね，①相談経験のある専門機関，②相談内容（「あなたはどのような理由で

相談しようと思いましたか？思いついたことを自由に書いてください」），③相談して「よいこと」や

「相談してよかったと思えること」，④相談して「悪いことや相談しなければ良かったと思うこと」は

ありましたか？思いついたことを自由に書いてください」を尋ねた。 

 そのほか同調査では，選択式での利用動機や，受検経験（場所，時期）等についても尋ねている。

本論文においては，「エイズ相談・検査利用の利益性と障がい性認知」の概念化を目的としたものであ

るため，解析からは除外した。 
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結果と考察 

対象者の属性 47 名(男性 27 名，女性 19 名，不明 1 名)から調査票を回収した。調査協力者の年代層

は，10 代 1 名(女性 1 名)，20 代 12 名(男性 4 名，女性 8 名)，30 代 18 名(男性 12 名，女性 6 名)，40

代 11 名(男性 7 名，女性 4 名)，50 代 1 名(男性 1 名)，60 代 3 名(男性 3 名)，不明 1 名(性別不明)であ

った。国籍は日本国籍が 45 名，中国国籍が 1 名，不明 1 名であった。 

HIV 抗体検査の受検経験 HIV 抗体検査受検経験者は 20 名(男性 12 名，女性 8 名)であり，その受検

回数の範囲は 1 回 9 名，2 回 7 名，3 回 3 名，7 回 1 名であった。未経験者 26 名 (男性 15 名，女性

11 名)，不明 1 名(性別不明)であった。 

HIV 感染を疑った感染経路  HIV 感染を疑った感染経路について回答した者は，47 名中 38 名であ

った。その内訳としては，「性的接触による感染」で 34 名（異性間 20 名，不明 13 名，異性間及び同

性間 1 名），そのほか，血液暴露（”他人の血液に触れた”）で 1 名，不明・わからないで 2 名，「輸血」

で 1 名であった。 

エイズ相談・検査における相談内容 エイズ相談・検査利用時の「利益性」と「障がい性」認知を尋

ねる際に用いた「相談内容」に記載のあった自由記述文について解析した。47 名中 46 名から得られ

た自由記述式の文章を，一つの意味文に分類したところ，66 文に分類された(1 名あたり平均で，1.43

文)。その 66 文に対して，著者と研究協力者(博士後期課程修了)の二名とで，KJ 法(川喜田, 1967)を

参考として，意味内容が同一の文に分類した。その結果，18 のカテゴリーに分類された。分析者二名

の協議によりカテゴリーの名前をつけた。さらに，その 18 のカテゴリーを小カテゴリーとして，各

カテゴリーにおける意味内容が近似するカテゴリー同士を連結させ，大カテゴリーを生成した。結果，

8 つの大カテゴリーに分類された。 

第一の大カテゴリーは，『一般的知識』である。このカテゴリーでは，小カテゴリーはなく単独の意

味内容である。47 名中 4 名が該当した。例文としては，“学校でのエイズについての講演を思い出し，

気になったから”，“12 月 1 日のエイズデーの取り組みについて，インターネットを見て関心が出たの

で”といったメディアや各種講演会を通じた HIV/AIDS に関する一般的知識を得て，エイズ相談・検

査の利用に至った，という意味内容である。 

第二の大カテゴリーは，『感染可能性のある行動』である。このカテゴリーは，第一カテゴリーと同

様にして，小カテゴリーはない。47 名中 8 名が該当した。例文しては，“道でケガ人を助けた時に，

ケガ人の血液に触れたから”，“交際歴などから検査しようと思いました」，「生で性行為」，「オーラル

セックスをした”といった，様々な行動の結果，HIV に感染する可能性があると認知して，エイズ相

談・検査の利用に至った，という意味内容で構成される。 

 第三の大カテゴリーは，『感染不安』である。このカテゴリーは，4 つの小カテゴリーから構成され

る。47 名中 7 名が該当した。1 つ目は「安心する(N=2)」，2 つ目は「性感染症で感染したことでの不
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安(N=1)」，3 つ目は「不安(N=3)」，4 つ目は「友人からの指摘による不安(N=1)」である。「安心する」

は，“問題ないことでを確認して安心する為”などエイズ相談・検査を利用して安心感を得るためと言

及した文である。「性感染症に感染したことでの不安」は，“いぜんに性病に感染した”ことをきっか

けとして利用に至った，と言及する文である。「不安」は“感染しているか不安であった”のように，

理由の詳細は定かではないが，感染を疑っての利用について言及したものである。「友人からの指摘に

よる不安」は，“友達からの言葉「病気大丈夫？」が気になったから”と言及した文である。以上の 4

つの小カテゴリは，いずれも，自身への感染が不安となりエイズ相談・検査利用に至った，という意

味内容で構成される。 

第四の大カテゴリーは，『情報を得たい』である。このカテゴリーは，2 つの小カテゴリーから構成

される。47 名中 11 名が該当した。1 つ目は「早期発見(N=5)」，2 つ目は「不安に基づく事実確認(N=6)」

である。「早期発見」では，“AIDS を発症してからでは遅いこともあるので”と考え，利用に至った，

という意味内容である。「不安に基づく事実確認」では，“念のため”，“自分が HIV に感染していない

か心配だったので”といった HIV 感染に不安を覚え，その事実確認のために利用に至った，と言及す

るカテゴリーである。以上の 2 つの小カテゴリーは，利用の動機が明確である言及によって構成され

るものであると考え，エイズ相談・検査利用によって，何らかの専門的援助や治療に関する情報の獲

得や，自身が感染しているかどうかの情報の獲得を得ることが直接的な動機となっていることから『情

報を得たい』と命名した。 

第五の大カテゴリーは，『体調不良』である。このカテゴリーは，小カテゴリーはない。47 名中 4

名が該当した。“性病にかかり”，“体調不良が続いたため”，といった言及での文であって，体調不良

によってその症状から HIV 感染を疑い，エイズ相談・検査利用に至った，と意味内容である。 

第六の大カテゴリーは，『見知らぬ他者』である。このカテゴリーは，3 つの小カテゴリーから構成

される。47 名中 10 名が該当した。1 つ目は「海外在住者(N=3)」，2 つ目は「強姦(N=1)」，3 つ目は

「風俗(N=6)」である。「海外在住者」では，“外国人の彼”，“外国人男性と関係を持ったため”，“海

外に行っていた方と性的接触があったため”，といった意味内容での言及である。「強姦」では，“レイ

プされた”，といった言及である。「風俗」では，“風俗に働いているから”，“風俗に行ったことがあっ

たから”といった言及である。共通点として，『見知らぬ他者』との性行動を契機としてのエイズ相談・

検査利用に至った，という意味内容でのカテゴリーである。 

 

－70－



 

第七の大

から構成さ

目は「結婚

では，“健

を受検した

査利用に至

代わったた

め”といっ

男ですが，

述べるわけ

無料である

スメてもら

そのほか

の利用動機

エイズ相談

大カテゴリ－

される。47 名

婚」，4 つ目は

健康診断で肝機

たことをきっ

至った，とい

ため”といっ

った意味内容

30 才になる

けではなくさ

ることから利

らった”，“家

かの記載とし

機へ分類困難

談・検査利用

－は，『不安に

名中 19 名が

は「現状確認

機能に異常が

っかっけとし

いう意味内容

った意味内容

容で構成され

る前に確認し

さらに，その

利用に至った

家族に言われ

して「HIV の

難であること

用の「利益性

に基づかない

が該当した。

認」，5 つ目は

が見つかり”

して，同時に

容でのカテゴ

容で構成され

れる。「現状確

したかったの

の他の動機に

た，という言

れたから”と

の感染」とい

とから不明と

性」と「障が

い動機』であ

1 つ目は「つ

は「無料」，6

”，“B 型肝炎

に受検のでき

ゴリーである

れる。「結婚」

確認」では，

ので”といっ

についても言及

言及である。

といった意味

いった文が 1

とした。 

がい性」認知

ある。このカ

ついで」，2 つ

つ目は「他者

炎ウイルス検

るエイズ検

。「新しいパ

では，“結

“感染症のス

った意味内容

及されない文

最後に，「他

味内容でのカ

名からあっ

知 自由記述

カテゴリーは

つ目は「新し

者からの薦め

検査をしたの

査受検を求め

パートナー」

婚を考えて”

ステータスを

容で構成され，

文である。「

他者からの勧

テゴリーであ

たが，それ以

述における「

は，6 つの小カ

しいパートナ

め」である。

で”といった

めて，エイズ

では，“パー

”，“結婚をひ

を確認したい

，感染不安を

無料」はエイ

勧め」では，

ある。 

以外の言及が

「利益性」認

カテゴリー

ナー」，3 つ

「ついで」

た肝炎検査

ズ相談・検

ートナーが

ひかえるた

い”，“29 才

を直接的に

イズ検査が

“友人にス

が無く，他

認知では 40

－71－



名，「障がい性」認知は 27 名が回答した。研究協力者 2 名（修士課程修了者 1 名，博士後期課程修了

者 1 名）が全ての記述文章について，意味内容ごとに分類した(以下，文とする)。結果，利益性認知

においては，40 名の記述文章に対して，65 文が得られた(1 人あたり 1.63 文)。障がい性認知におい

ては，27 名の記述文章に対して，28 文が得られた（1 人あたり 1.04 文）。利益性および障がい性認知

における各文について，質的研究法の研究経験者 2 名が分析者として，別々に，「エイズ相談利用の

利益性と障がい性認知」の各概念の説明用紙に基づいて，全文を各小カテゴリーに分類した。なお，

分析者の間で分類に違いが見られたカテゴリーについては，合議の上，分類名を決定した。 

結果，利益性認知においては，「正しい知識の獲得」に 16 文，「感染の確認」に 14 文，「専門的援

助の獲得」に 1 文，「対処法の獲得」に 3 文，「プライバシーの保護」に 2 文，「安心感」に 22 文，「相

談者への信頼感」に 1 文，「二次感染の予防」に 2 文，「無料」に 1 文，「移動コストがない」に 1 文，

分類不能が 2 文あった。この分類不能の 2 文については，「迅速に結果がわかる」「その日のうち HIV

の結果がわかる事」であって，この意味内容に基づいて「時間的コストがない」と命名した。あわせ

て，「移動コストがない」に分類された記述文は「思っていたよりも気軽だった」というものであるが，

新たに生成したカテゴリーの「時間的コストがない」との意味の弁別を明確にするため，「気軽さ」と

命名した (Table2)。 

 障がい性認知においては，「相談することへの心理的抵抗」に 3 文，「時間的問題」に 1 文，「結果

への不安」に 2 文，「他者への知られることへの恐れ」に 1 文，「偏見の懸念」に 1 文，「特にない」

に 18 文，「相談者への不信感」に 1 文，分類された。分類不能な文は，1 文であった。この類不能な

文は，「採血でウイルスで移らないか心配だった」。採血針は衛生上の観点から 1 人の採血者にあたり

1 本で使用しているが，この記述文は，HIV/AIDS という用語から賦活される過度の恐怖感から過剰

な感染不安が形成された内容である。したがって，「不合理な不安」と命名した (Table3)。 

エイズ相談・検査利用者と未利用者との比較 エイズ相談・検査利用の利益性と障がい性認知が，エ

イズ相談・検査利用経験が異なるかどうかについての検証するため，予備調査(未利用者)と本調査(利

用者)での各カテゴリーにおける頻度(人数)の違いをχ2 検定によって検証した。その結果，利益性認

知においては，『情報や対処法獲得への期待』における「専門的援助の獲得」で未利用者が利用者より

も多く回答していた (χ2(1)=9.63, p<.01)，さらに，障がい性認知においては，『開放することへの抵

抗感』における「自己開示の負担」で，未利用者が利用者よりも多く回答した(χ2(1)=4.24, p<.05)) 

 

Ⅳ．総合考察 

 

 本研究は，エイズ相談・検査利用促進のための基礎研究としての一連の研究成果の一部である（飯

田・佐柳, 2014）。さらには，「エイズ相談利用の利益性・障がい性認知」尺度開発のための予備調査 
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でもある。このため，結果の解釈は，調査手法，各調査の調査協力者の年齢層等の違いを踏まえ，慎

重に行う必要がある。 

 まず，本論文の第一の目的である，飯田・佐柳 (2014)のエイズ相談利用の「利益性」と「障がい性」

認知のカテゴリー分類とその基準が，飯田・佐柳（2014）とは異なるサンプルに適応可能かについて

（予備調査）を検証した。その結果，評定者の分類の一致度を示すκ係数は，.83〜.90 の値で実質的

に一致している，と高い係数が確認された。なお，予備調査で追加した 2 つのカテゴリーは，「相談

者への信頼感 (利益性認知)」，「相談者への不信感(障がい性認知)」である。これは，飯田・佐柳(2014)

の検討では見出せなかった概念ではあるが，永井・新井(2008)における「相談行動の利益・コスト尺

度」における下位因子「ポジティブな結果」，「否定的応答」を構成する項目とほぼ類似した意味内容

での回答である。エイズ相談・検査の利用することで，担当者からの応答から得られる「ポジティブ」

あるいは否定的応答を予期したものであって，永井・新井(2008)の検討では，このような予期は援助

要請意図との間での関連が認められており，理論的な整合性はあると考えられる。 

 第二の目的は，実際のエイズ相談利用者が認知する「エイズ相談利用の利益性と障がい性認知」と

エイズ相談未利用者とのデータの比較（本調査）を行うことにあった。また，χ2検定による比較を

通じて，未利用者は利用者と比べ，エイズ相談・検査の利益性認知として「専門的援助の獲得」を期

待する一方で，つらいことや話したくないことを話す場所として，エイズ相談・検査は「自己開示の

負担」を強く認知している可能性を示した。「専門的援助の獲得」における概念の意味内容は，エイズ

相談・検査を受けることで HIV 陽性が判明した際には，医療機関の紹介を受けたり，治療を受けられ

る，といったものである。未利用者にとってエイズ相談・検査機関は，個別の相談内容に応じつつ

HIV 感染の有無を明らかにする，という限定された機能だけではなく，万が一感染判明した場合の医

療機関の紹介といった機能も期待しているものと考えられる。現在，国内のエイズ相談・検査機関は，

予防，医療，支援がつながるところとして，予防啓発活動の受け皿として，医療への窓口として，さ

らには心理社会的支援サービスへの窓口としての機能を有している(エイズ予防財団, 2008)。その意味

では，未利用者の認知は適切な認知と言える。引き続き，このような体制を維持していくことは有益

であると考える。なぜならば，未利用者にとって，エイズ相談・検査利用の利益の期待が利用意図を

高める可能性を有しているからである(飯田, 2013) 

 Komiya, Good, & Sherrod (2000)は，人が心理学的な治療を求めることへのネガティブな態度を形

成する要因として，情動的開放性（emotional openness）に注目した調査を行っている。本研究の結

は，エイズ相談・検査の未利用者が，その利用者と比べて，エイズ相談・検査利用において相談・検

査担当者と話すこと自体を辛いと認識している可能性を示した。このことから，飯田・佐柳(2014)が

述べたように，エイズ相談・検査利用促進の広報においてこのような自己開示を強いる場所ではない

ことを広報することも大切な方法の一つであろう。 
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 また、今回の調査から得られた自由記述文に基づいて，実際の相談・検査利用者への対応について

述べたい。まず，分類された各カテゴリーにおける意味内容のうち，HIV 感染への不安（“HIV 感染

が判明する”等や「不合理な不安」）を呈している利用者にとって，その軽減を図っていくことは言う

までもない。さらに，「他者に知られることの恐れ」や“周りの目がひややか”と，実際に認知してい

たことについては，そのようなことがないことを明確な言葉あるいは体制によって示す必要があると

言えるだろう。 

 

Ⅴ．限界と今後の課題 

 

 本調査は，自由記述文に基づいて探索的に述べたものである。実際の利用者に調査を行ったことは

非常に意義深いものであった，といえよう。一方で，１）サンプル数が少ないこと，２）調査地域が

限られており，他の地域でも共通してあることは明らかではないこと，３）利用経験の差異に注目し

たものではあるが，個人内ではなく個人間での認識の差について検証していることから、仮説段階に

留まった研究であることは課題といえよう。このため，上記１）と２）の課題については，今後大規

模な集団を対象とした調査を行い検証すること，さらに，３）については，研究手法として，質だけ

ではなく量的な観点基づいて，仮説検証的研究を行う必要があることを指摘したい。 
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