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研究要旨
　本研究は、MSM における薬物使用と HIV 感染の予防を促進する啓発資材を開発することを目的している。

それに資するため、MSM（男性とセックスを行う男性 /Men who have Sex with Men）の出会いに関連し

た環境が個人の性行動や薬物使用行動に与える影響を把握することを目的に 2016 年に実施された調査データ

を用いて、ゲイ・コミュニティの動向等に詳しい MSM インフルエンサーを対象としたフォーカス・グループ・

インタビューを実施し、さらなる検討を行った。使用したデータは、2016 年 9 月 22 日～同年 10 月 22 日

に実施した、GPS 機能付きの出会い系アプリを利用するゲイ・バイセクシュアル男性（トランス男性などを

含む）の薬物使用や性生活等に関する自己回答式インターネット調査（LASH(Love Life and Sexual Health)

調査、以下「LASH 調査」という）の結果であり、本研究のインフォーマントとして６名の MSM の協力を得た。

その上で、データの解釈や MSM の薬物使用に係る効果的な啓発活動についての意見を、フォーカス・グループ・

インタビューの形式で聴取した。インタビュー内容から、①データ解釈、②啓発活動のヒント、③啓発活動の

提案の 3 つの要素を抽出した。参加者の多くは、薬物使用に関する結果はその種類によって解釈が異なること、

啓発活動には多様な場所や媒体を用いるのが効果的であること、薬物以外で自己肯定感を上げた当事者の声を

啓発活動に活用すること、といった意見が多数挙げられた。薬物を使用している、あるいは将来的に使用する

可能性のある MSM に効果的にメッセージを届けるために、「LASH 調査」で得た量的データと、本研究の質

的データの双方を活用し、既存の考えに捉われない薬物仕様に関する啓発活動を開発していく必要がある。

地域において MSM の HIV 感染・薬物使用を予防する支援策の研究【平成 30 年度】 分担研究報告

　海外では、MSM は一般集団と比べて薬物使用の

割合が高いことが報告されている（Hunter et al., 

2014）。日本の HIV 陽性の MSM においても同様の

傾向が示唆されており、ハッテン場やゲイ向けクラブ

等での薬物の使用を目撃したり、セックスの相手から

勧められたりしたことがきっかけとなって、薬物使用

が開始される場合があることが確認されている（生島

ら、2015）。

　本研究班の前研究課題においては、GPS 機能付き

の出会い系アプリを利用するゲイ・バイセクシュアル

男性（トランス男性などを含む）を対象に、薬物使用

や性生活等に関する自己回答式インターネット調査

「LASH 調査」を 2016 年 9 月 22 日～同年 10 月 22

日に実施した。2018 年度の報告では、薬物使用の傾

向を含めた「LASH 調査」の単純集計に加え、日本の

MSM を取り巻く環境には、身近に薬物使用が存在す

ることが明らかになり、また、薬物使用は HIV 感染

リスクの高い性行動や逆境的小児期経験と強い関連が

ある可能性が示唆された。

　本研究では、MSM における薬物使用と HIV 感染

の予防を促進する啓発資材を開発することを目的と

する。1 年目に、海外の啓発資材を参考にしつつ、先

行研究（LASH 調査報告書）の量的データについて、

MSM コミュニティの情報発信者への面接調査を行

い、その質的な解釈と啓発活動への示唆・提案を導出

した。これを踏まえて 2 年目に、予防、検査、薬物
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使用等のデータを精査・分析し、HIV 感染と薬物使用

を予防するより効果的な啓発メッセージや手法を検討

する。2 年～ 3 年目に、コミュニティのメディアとの

連携により、MSM 若年層を主対象とする HIV 感染

と薬物使用を予防する啓発メッセージを発信し、３年

目に認知度を測定する。

　そこで 1 年目には、より効果的な HIV 予防・薬物

防止啓発活動を実施するためには、「LASH 調査」の

結果に対するゲイ・コミュニティの動向に詳しい人の

声を聞き、どのような啓発活動や支援策が効果的かを

探ることを目的に、薬物使用に至る背景要因を質的な

視点でも明らかにしていくための調査を実施した。

研究方法
　調査参加者は全員ゲイ・バイセクシュアル男性であ

り、首都圏を本拠にゲイ向けの情報発信を行っている

20 代～ 40 代のインフルエンサー（世間に与える影

響力が大きい行動を行う人物）である。研究分担者個

人のネットワークを活用して候補者に調査目的と方法

を提示し、本調査への参加は自由意志であることを説

明した上で、自主的な参加を募った。本調査はフォー

カス・グループ・インタビューの形式を用いて実施

した。まず、参加者へ「LASH 調査」の結果を提示し、

その上でデータの解釈や MSM の薬物使用に係る効

果的な啓発活動についての意見を聴取した。

　インタビュー内容は参加者の了解を得て録音し、逐

語録として記述した。それらのデータから、データ解

釈、啓発活動のヒント、啓発活動の提案の要素を抽出

した。分析は、量的調査の結果は当事者にどのように

受け止められるのか、そして今後どのような活動を行

えばより効果的に薬物使用者へ啓発メッセージが届く

のかに注目して行った。インタビュー中に登場した個

人を特定しうる情報やエピソードは、内容に差し支え

のない範囲で加工した。

研究結果
１．参加者の背景

　調査参加者は合計 6 名であり、いずれもインター

ネット / テレビなどで主にゲイ向けの情報発信に携

わっているインフルエンサーである。インタビューは

2019 年 2 月 6 日と 2 月 20 日の 2 回に分けて、東京

都内で行われた。各回の参加者の概要は以下の通りで

ある。

　各回の調査時間は、120 分であった。

回 参加者 年代 主な活動

第 1 回
A 40 代 MSM 向けニュース配信

B 30 代 動画配信者

第 2 回

C 40 代 タレント、パフォーマー

D 20 代 MSM 向けニュース配信

E 30 代 編集者・ライター

F 20 代 MSM 向けニュース配信

２．結果

　インタビュー調査の結果を分析し、以下の 3 点の

内容を中心に抽出した。①データの解釈、②啓発活動

のヒント、③啓発活動の提案。なお、インタビューで

の参加者の発言は「」で示し、イタリック体のフォント

で記載した。

１）データの解釈について

友達や知り合いに陽性者がいてもHIV を身近に感じ

ない

　本研究の量的調査では、友達や知り合いに HIV に

感染している人はいるのかという質問と、HIV の身近

度について尋ねた質問の回答割合に若干の差があるこ

とが分かった。前者の質問に「いる」と回答した人の割

合は 27.5%（1901/6921）であるのに対して、後者

の質問に「とても身近」と回答した人の割合は 18.9%

（1309/6921）であった。この差についての違和感や、

当事者本人から HIV 陽性であることをカミングアウ

トされたのか、それとも他者を通してアウティングさ

れたのかによって身近度が変わるのではないかという

意見があった。

「友達や知り合いにHIVに感染している人がいるにも

関わらず、HIVの身近度が異なるのは気になります。

近くにいても身近じゃないと感じている人はどういう

気持ちなのかな。」

「友達がそう（HIV陽性）だけども、自分は関係ないと

思っているかもしれないですね」

「写真展をやっているときに、あの人もそう（HIV 陽

性）だよねって言われました。直接聞いたかどうかで

（印象が）違いますね。アウティングって、深刻だと思

う。噂で聞くのはネガティブな意識に繋がるのかも。」
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HIV 陽性者のイメージが湧かないために検査を躊躇

してしまう

　これまでに HIV 抗体検査を受けたことがない人

の 割 合 は 37.7%（2609/6921）で、 ま た、 受 け な

い理由として「機会がない」を挙げた人が 63.3%

（1652/2609）いた。この結果について、単純に受け

るタイミングを逃しているという意見と、陽性だった

時の気持ちが想像できずに躊躇してしまうのではない

かという意見が聞かれた。

「世界エイズデー等で“みんなで受けよう！”と言われ

ると“そうか、受けてみよう”と思うかもしれないけど、

特にそういったことがなく、日々の生活に追われてい

ると（検査を）受けずにきてしまうのかもしれないで

す。」

「自分からわざわざ受ける場所を調べてまで受けるよ

うなものとまでは思っていない人が多いのではない

か。能動的に動かない。」

「死なないということはわかるけれど、実体験者（HIV

陽性者）の声で、終わった直後にどういった感情を持っ

たのか、服薬を初めてどう気持ちが変わったのか、直

接話を聞けないとイメージつかないです。」

U=Uメッセージはまだ浸透していない

　HIV/AIDS に 関 す る 知 識 問 題 の 中 で、 特 に

正 答 率 の 低 か っ た U=U（Undetectable = 

Untransmittable）のメッセ―ジについては、まだ情

報が浸透していないという声があった。

「友人にカミングアウトされ、その時に話していた時

に、この陽性者の友達は一生セックス出来ないと思っ

ていました。」

「感染したら社会生活が終わると思っている傾向はあ

ると思います。」

「僕の周りは U=U のことをみんな知らないです。

U=Uの考えが広がることが検査に行く動機づけにな

ると思います。」

薬物使用に係る結果はその種類によって解釈が異なる

　「LASH 調査」では、覚せい剤やラッシュを「ドラッ

グ・薬物」としてまとめている。しかし、薬物の種類

によって目的や使用者の傾向が変わるのではないかと

いう意見があった。

「ドラッグの中にEDが入っているから判断難しいで

すね。ラッシュと覚せい剤が同列に並ぶと分かりにく

い。薬物によってセックスドラッグとして使われてい

るかどうか違うと思います。覚せい剤を切りとって考

える必要があると思います。」

若い世代のドラッグ・薬物使用の傾向が気になる

　薬物目撃経験、被誘惑経験、使用経験はいずれも年

代と共に必然的に上がるが、10 代や 20 代といった

若い世代でも薬物使用者が一定数存在していることに

注目が置かれた。特に日本ではラッシュの法規制が

あったため、年代と使用薬物の関連を分析することが

参加者より提案された。

「昔、ラッシュは雑貨屋みたいなところのレジ横で売っ

ていたじゃないですか。規制されて時間が経つので、

若い年代の薬物目撃・被誘惑・使用経験が低いのは納

得がいきます。むしろ若い年代で使っている子たちは、

規制がかかっている中で何を使っているのか気になり

ますね。」

「10 代の子が薬物を使っているのはショック。その子

たちが最初に何を使ったのか気になる。」

２）啓発活動のヒント

HIV 検査広告のメッセージをより現実的でポジティ

ブなものに

　HIV 検査の生涯受検の割合が 6 割に留っているこ

とについては、陽性になっても今までと殆ど変わらな

い生活が出来るというイメージが日本の MSM の間

ではまだ十分に出来ていないことが指摘された。

「（今までは）恐怖を煽るような検査の広告が多かった。

HIV に感染しても安心、なっても大丈夫だよという

メッセージが始まったのは最近。それが伝わってない

気がする。」

「早く分かったほうがいいんだよということをみんな

分かっていない。」

「広告は行政が作っていることが多いから、汚いもの

にお金を出しにくい問題があるので難しさがあるん

じゃない。暴言を言えば、（例えHIV陽性になっても）

生セックスやり放題だぜっていう方が、動くことって

あるのだけれども、それは行政的には言えないから、

本当に届く、動かせる言葉が言いづらい問題はあるよ

ね。」
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ドラッグ・薬物の購入ルートはSNS等のネットがメ

イン

　本研究の量的調査では薬物の入手方法について確認

していないが、参加者からは、SNS を含めたネット

経由が多いのではないかという意見が多くあった。

「興味を持ってネットで購入し買ってしまった人かも

しれないですね。」

「アプリやツイッターがあるので、そういう機会は多

いと思います。その人の顔以外の普段の生活がわかる

ので、#タグとかも使って、出会うというのを聞いた

ことがあります。ツイッターやインスタを使って新し

い人と出会う若者が増えていると聞きます。」

何かしらのゲイとして参加できる場所や活動へ関与し

ていればドラッグ・薬物に触れる機会は増える

　過去 6 ヵ月間に利用（参加）した MSM 向けサービ

スと薬物使用経験との関連を調べた結果、サービスを

使用した人はそうでない人と比べて、薬物目撃経験、

薬物被誘惑経験、薬物使用経験が高い傾向が明らかに

なった。このことについては、特にハッテン場やクラ

ブなどの場所やサービスの利用により機会が増えると

考えるのではなく、何かしらのゲイとして参加できる

場所や活動へ関与していれば、薬物に接触する可能性

が高まるのではないかという考えが多く聞かれた。

「どこに行ったかというのではなく、ゲイ活動をして

いるかどうかで薬物目撃・被誘惑・使用経験が高くな

るのだと感じます。実際にゲイの人が集まる場所に出

かけているかどうか。ハッテン場が危ないという話も

あるが、ゲイバーもハッテン場、クラブ、SNSの利用、

コミュニティセンターなどもあまり変わらない印象で

すね。」

自己肯定感が低いままだと薬物に逃避したくなる

　逆境的小児期経験が多い人ほど薬物使用割合が高く

なるという結果については、自己肯定感の低さが根底

にあるのではないかという意見があった。自分に自信

がもてないと生きていくことも辛いと感じてしまい、

結果的に薬物やリスキーなセックスといった一時的な

快楽に逃げてしまう気持ちに共感する声があった。

「自分の場合は、仕事で自信がついたり、所得があがっ

ていくことが自己肯定感に繋がってやっていけてるん

です。それがなかった学生時代は生きていくだけで常

にしんどいとか、なんとなくもうやめたいみたいな感

覚がすごくあったので、こういうもの（薬物）に逃避し

たくなる感覚というか、普段の漠然としたストレスみ

たいなものが消えるという感じが、わかるな。自信も

なく自己肯定感も低いまま刹那的なところに逃げて生

きている人はたくさんいると思います。」

３）啓発活動への提案

U=Uに関する積極的な情報発信をする

　HIV に感染しても治療をすればセックスをして相手

に感染させないという U=U メッセージについては、

積極的な情報発信が必要という意見があった。

「検査をして陽性だったとしても、誰かを傷つけない。

検査をせずにどっちか分からない人がダントツで（他

の人を）巻き込んでいるんです。それをあぶり出すみ

たいなメッセージはどう？ 3つのパターンのイラス

トを用いて示すとか。①セックスをたくさんしている

けれどちゃんと治療している（HIV陽性の）人、②セー

ファーセックスをして（検査もして）いる人、③怖いよ

知りたくないよ〜って検査をしていない人、という 3

つのパターン。③が一番危ないというイメージ。一目

でわかるタイプのポスターとかは大事かなって思う。」

「知識としてではなく、イケメンが沢山出演している

ドラマ仕立てで、U=Uのメッセージを伝えられたら

良いと思う。出会って、いざセックスをしようとした

時に、陽性なんだけど、感染させる可能性がないんだ

よって、喧嘩もしつつ、それで理解して行くというな

もの。」

多様化しているニーズに合わせて啓発活動の場所や媒

体は複数あったほうが良い

　啓発活動の媒体に関しては、若い世代に浸透してい

る SNS はもちろん、雑誌やウェブサイトといった多

様なメディアを使用して情報発信するのが良いという

意見が多かった。

「最近はみなスマホなので、スマホで見やすいメディ

アを使って、展開の仕方を意識したほうがいいと思い

ます。キャンペーンとしてちゃんとしたウェブサイト

や動画もあったほうが良いし。沢山バズる仕掛け、リ

ツイートされるような仕掛けを考えていくことも大

事。いろいろな形でやっていくのが良いですね。」

「この世界は多様化しているじゃないですか。年代や

地域（都市部なのか地方なのか）によっても違うし。一

つの方法だけでやってもあんまり広まらないと思いま
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す。U=Uが広がっていないのもそのせい。いろいろ

なことをわーっとやらないと浸透しない。」

健康的に自己肯定感を上げた人のメッセージを発信す

る

　薬物使用や HIV 感染リスクの高いセックスといっ

た一時的な快楽を求めてしまうのは、自己肯定感の低

さと関係しているのではないかという意見が多く出

た。そこで、MSM として生きるうえで自己肯定感が

低かった人が、どういった健康的な活動をすることで

自己肯定感が上がったのかという個人的な話を発信す

るのが良いではないかという意見があった。

「もともとネガティブだったけど肯定的になった人の

具体的な話を聞いてみたいです。セクシュアリティを

受け入れられていないとか、ストレートとして（スト

レートを演じて）生きていくことのストレスとか、色々

と抱えている人たちが、何をきっかけにコミュニティ

に接したのか。様々なことがあって肯定的にとらえら

れるようになったとしたら、そのことで前は激しい

セックスや薬物を求めていたけど、今は大丈夫になっ

たのかどうかを聞いてみたいです。今もがいて苦しん

でいる人にとって、そうした良い話は救われるし、勇

気づけられると思う。どうしたら今の状況から抜け出

せるのだろうという気持ちになれるんじゃないでしょ

うか。セックスや薬物で発散するのではなく、いい形

で幸せに近づけると思えたら良いなと。」

考察
１．薬物を種類で分けた分析の必要性

　参加者の多くは、薬物を種類に分けて集計する必

要性があると指摘していた。「LASH 調査」では、英

国 で 実 施 さ れ た 先 行 研 究（Daskalopoulou et al., 

2014）に倣ってぼっき薬も薬物として分類した。しか

し、「LASH 調査」でぼっ起薬の使用割合が他の薬物

と比べて高いことから示唆されるように、ぼっき薬を

使用した回答者と、それ以外の薬物を使用した回答者

の特徴には差がある可能性がある。

　そもそも日本の一般集団における違法薬物使用の

割合は欧米諸国と比べて低い傾向がある（和田ら、

2000）。そのため、ぼっき薬と、ラッシュや覚せい剤

といったいわゆる違法薬物をまとめて「薬物」として

扱ってしまうと、違法薬物を使った集団の特徴が目立

たなくなってしまう可能性がある。よって、回答者の

うち、「違法薬物」に手を出している集団を抽出し、そ

の特徴について改めて分析する必要性があるだろう。

　特にラッシュは、2005 年頃から薬事法（現：医薬

品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に

関する法律）に基づき指導・告発が行われ、2007 年

からは指定薬物となり所持・使用が禁止された。さら

に、2015 年 4 月からは、関税法上、指定薬物の輸入

が禁止され、海外からも輸入ができなくなった。こう

した規制強化の過程は、回答者の年齢による生涯経験

の差を生み出していると考えられる。そのため、こう

した社会背景を踏まえて分析をしないと、説得力を持

つデータにはならないことが改めて指摘された。

　また、一部の薬物に限って分析をすると、新たな要

因との関連が認められる可能性もある。例えば、ラッ

シュや覚せい剤は HIV ステータスとの関連性が強い

ことが先行研究で示唆されている（Plankey et al., 

2007）。薬物の種類によっては使用者の数が限られて

いるため、どこまで詳細な分析が出来るか定かではな

いが、今後実施する価値はあると思われる。

２．薬物防止の啓発活動を発信する多様な場所・媒体

の活用

　薬物防止に係る啓発活動を実施するにあたっては、

多様な場所や媒体を活用する必要性が確認出来た。ク

ラブやハッテン場の利用者のようなハイリスク集団を

ターゲットとして絞った啓発活動も一つの選択肢かも

しれないが、クラブやハッテン場に限らず、何らかの

ゲイ活動（ゲイバーやゲイサークルの利用等）をしてい

れば薬物に触れる機会があるという結果に多くの参加

者が同意していた。よって、様々なゲイ活動を行う

MSM にメッセージが届くように、ハイリスク集団へ

の啓発活動に加えて、SNS、ウェブサイト、ゲイ雑

誌といった多様なメディアを介して、一般 MSM 集

団に向けた情報発信も重要と考えられる。

　特に若い世代はネットで薬物を購入しているという

意見が参加者から聞かれたため、メディアでの啓発活

動はより高い効果が期待できるだろう。中国の研究

（Chen et al., 2015）においても、若い世代はより薬

物使用の割合が高いことが示されており、この年齢層

をターゲットとした薬物使用に関するモニタリングや

介入も欠かせない。また、薬物使用は性感染症の罹患

（Heiligenberg et al., 2012）や、抗 HIV 治療の順守
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（Daskalopoulou et al., 2014）にも関連していると

いう報告があるため、医療機関での啓発活動も継続的

に強化していく必要がある。

３．自己肯定感を健康的に上げる当事者ストーリーの

共有

　薬物使用に関連する啓発活動として、自己肯定感を

薬物以外の方法でどのようにして上げたのか、MSM

当事者や薬物依存症からの回復者のストーリーをビデ

オ仕立てで作るのが良いという意見が多数あがった。

薬物依存症の人々は、満たされない心の穴を埋めると

いう自己治療目的で薬物を使用続けるといわれている

（Hari, 2015）。日本の MSM においては、ゲイ・バ

イセクシュアル男性ゆえに感じる差別やいじめといっ

た「生きづらさ」が薬物使用の背景にあることが、HIV

陽性者へのインタビュー調査から示唆されている（生

島ら、2015）。そのため、実際に薬物使用以外の方法

で自己肯定感を上げた MSM 当事者や薬物依存症か

ら回復した人の声を発信することは、今現在薬物を使

用している MSM、あるいは将来的に使用する可能性

のある MSM によって特に重要である。

　薬物を使用している MSM 全員が「生きづらさ」や

「自己肯定感の低さ」を意識しているとは限らないだろ

う。だからこそ、当事者の生の声を届ける啓発活動に

よって、なぜ自分は薬物を使用しているのかという背

景を振り返り、そしてもしそこに何らかの生きづらさ

があるのだとしたら、それを薬物使用以外の健康的な

方法で埋められることに気づくことが期待できる。内

容としては、一般的な話に固執するのではなく、一人

ひとりの「物語」を重視した啓発ビデオが有効と考えら

れる。

査」で得た量的データを有効に活用する必要がある。

薬物使用の啓発活動に関しては、クラブやハッテン場

の利用者といったハイリスク集団だけでなく、SNS

を含めた多様なメディアを介して、一般の MSM 集

団を対象に行う必要性が再認識された。こうした啓発

活動は、薬物使用防止や治療に係る単なる情報発提供

に留めず、薬物以外の方法でいかに自己肯定感を高め

るのかという当事者の生の声も併せて発信することが

求められる。
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