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1. 緒言 

喫煙は多くの癌や致命的な疾病の原因であり，

身体に悪影響を及ぼすことは言うまでもない。ま

た運動やスポーツの遂行能力に望ましくない影響

を与えることは明らかであり，坂井ら（1994）は
喫煙者の有酸素運動や無酸素運動能力が低下する

ことを報告している。しかしながら，スポーツ界

の一部においては，今なお,たばこを愛好する競技
選手も見られ，運動選手の喫煙の実態を把握する

必要性が求められると思われる。 
喫煙に関する先行研究では，中・高校生運動部

員や外国人運動選手などを対象とした報告は見ら

れるものの，大学生運動選手を対象とした喫煙の

実態について報告した例は数少ない。そこで本研

究では，国立教育系大学の運動部に所属する体育

科学生に質問紙調査を実施し，大学生運動選手の

喫煙状況・喫煙行動および禁煙意向やたばこに対

する態度など喫煙の実態を明らかにするとともに，

喫煙者,過去喫煙者，非喫煙者の比較検討を行った。
同時に喫煙には競技間での相違が見られると考え

られるため，このことについても検討を加えた。 
 

2. 研究方法 
2-1 調査対象 

特定の一部地域による偏りを避け，各地域での

調査実施のため，全国 10 校の国立教育系大学に
調査を依頼し，うち，運動部所属する体育科学生

を対象とした。10校すべてから調査の協力・回収
を得られ，有効回答者数は 538名（男子 314名・
女子 224名）であった。 
2-2 調査方法 

 調査は無記名で，運動選手と喫煙についての質

問紙で行い，2004年 11月に実施した。調査項目
は，対象者の属性：10項目，喫煙状況に関する項
目：8項目，喫煙行動に関する項目：21項目，禁
煙経験と今後の禁煙意向に関する項目：5 項目，
たばこに対する態度に関する項目 15項目の計 51
項目とした。また，ニコチン依存度の判定として，

0～11 点で構成される，Fagerstrom Tolerance 
Questinooare(ファガストロームのたばこ依存度
評価表)を採用し，判定基準は 0～3点を軽度依存，
4～6点を中等度依存，7点以上を高度依存とした。 
2-3 分析方法 

単純集計および現在喫煙している者（喫煙者），

現在は喫煙していないが，過去に喫煙経験のある

者(過去喫煙者)，喫煙したことのない者（非喫煙
者）の間で χ2 検定を行った。一部項目におい

ては，部活動別および，かつて喫煙していたが現

在はしていない者（断煙者），喫煙経験はあるがこ

れまでに吸ったたばこは 20 本以下の者（試喫煙
者）に分類し，比較検討した。また，喫煙に関す

る知識を問う項目では，喫煙とは無関係な疾病も

含め，能動喫煙・受動喫煙ともに 14の疾病から，

喫煙の健康への影響として証明されているものを

選択してもらい，正答を 1点とした。また，喫煙
の運動能力への影響に関する知識を問う項目も同

様に，正答を 1点とし，正解得点の平均値を分散
分析で，Tukey法による多重比較を行った。有意
水準は全て 5％とした。 
 
3. 結果と考察 

3-1 喫煙状況 

 大学運動選手において，喫煙者は 13.4％（毎日
吸う 9.3％，時々吸う 4.1％），過去喫煙者 20.4％
（断煙者 3.9％，試喫煙者 16.5％），非喫煙者
66.2％であった。この喫煙率 13.4％は，一般大学
生の喫煙率 34.8％に比して有意に低く，運動選手
としての意識の高さが窺える。一方で，約 2割の
者が何らかの形で過去にたばこと接触している事

実が明らかとなった。 
 喫煙継続経験の有無に関わらず，喫煙のきっか

けは「友人の影響」，理由は「好奇心」との回答が

5０％以上であった。これらの回答率は喫煙者・
断煙者よりも試喫煙者で若干高く，興味本位の喫

煙傾向が強いと考えられる。喫煙者・断煙者では

「自分の意思」で喫煙を始める傾向があり，喫煙

の習慣化にはたばこに手を出す際の，本人の意思

や心身の状態が影響することが推測される。 
 属性と喫煙率間での，χ2 検定では以下の 3項
目で有意差が見られた。なお，ここでの喫煙率は，

全回答者に対する喫煙者が占める割合とする。 
「性別と喫煙率」では，男性の喫煙率（18.8％）
が，女性の喫煙率（5.８％）に比して有意に高い。    
「家族内喫煙者の有無と喫煙率」では，家族内

に喫煙者の「いる」者の喫煙率（17.2％）が，「い
ない」者の喫煙率（6.6％）に比して有意に高かっ
た。しかしながら，喫煙のきっかけとしての「家

族の影響」の回答はわずかであり，家族内の喫煙

者の有無が喫煙の直接のきっかけと言うよりは，

むしろたばこに対する意識や行動面の抑制を低下

させ，喫煙経験が喫煙習慣になりやすい環境を作

っていると考えられる。   
「部活動と喫煙率」では，野球部・バレーボー

ル部（26.8％），剣道部（22.2％），ラグビー部
（20.0％），バスケットボール部（14.3％）の 5
競技の喫煙率は平均の喫煙率を上回った。一方，

水泳部・ラクロス部・バドミントン部・卓球部で

は喫煙率は 0％であった。「部活動と部活動に必要
な要素」の間に有意差が見られたことと併せ，喫

煙率の高い部活動では，競技上の体力的必要要素

として，「持久力」との回答率が低く，バレーボー

ル部では 0％であった。一方，喫煙率 0％の水泳
部，ラクロス部では「持久力」との回答が 50％以
上であった。これらのことから，選手自身が競技

に持久的体力の必要性を強く感じる部活動では喫

煙率が低く，あまり感じない部活動では喫煙率が



高い傾向にあることが推察できる。しかし，競技

能力を高めるうえで，持久的トレーニングは不可

欠であり，運動選手にとって喫煙が弊害となるこ

とは間違いない。 

　図1　部活動別喫煙率
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3-2 喫煙行動 

 「喫煙が運動能力に影響する」との回答は喫煙

者全体の 44.3％であり，うち 90％以上の者が具
体的な影響として「持久力の低下」を体験してい

た。一方，禁煙による運動能力の変化では，「持久

力の向上」が 70％以上であった。また，部活動の
練習前後および休憩時間，大会時の試合前後およ

び休憩時間に喫煙する者は喫煙者全体の約 50％
で，うち，練習前の喫煙率（78.9％），試合前の喫
煙率（32.4％）に有意差が見られた。さらに喫煙
しない理由では，両場面において「コンディショ

ニングのため」との回答が最も多かった。これら

のことから，喫煙者は喫煙が運動能力にマイナス

影響をもたらすと実感していることが推測され，

一時的に禁煙を行うものと考えられる。加えて，

運動選手が試合前のコンディショニングを重視す

る様子も窺える。また，喫煙者のニコチン依存度

の平均値は 3.2±1.52 点で，現段階では依存度的
には軽度と言える。しかしながら，高度依存者も

2 名存在し，喫煙の習慣化は，今後更なるニコチ
ン依存の高まりを招くと考えられる。 
3-3 禁煙経験と今後の禁煙意向 

 過去に禁煙を考えたことのある者は喫煙者・断

煙者（91 名）のうち 90.1％であった。しかし，
実際に禁煙に成功した者は 27.5％（25 名）でう
ち 4名は再喫煙していた。この結果からも，喫煙
者の禁煙は厳しい状況であると示唆されるが，現

在禁煙に関心がある者は喫煙者全体の 82.6％に
上り，何らかの禁煙指導が求められる。 
3-4 たばこに対する態度 

受動喫煙・能動喫煙の健康への影響に関する知

識および喫煙の運動能力に関する知識で，喫煙者，

過去喫煙者，非喫煙者の間で正解得点の平均値に

差は見られなかった。しかしながら，喫煙の運動

能力への影響に関する知識において，（①喫煙は持

久的運動能力を低下させる②間接喫煙は運動能力

に影響する③一酸化炭素はミオグロビンとの結び

つきが酸素より強い）の 3 項目の正解率で，3 者
間に有意差が見られ，喫煙者の正解率が過去喫煙

者・非喫煙者より低い結果となった。 
 また，喫煙部員に対する意見（①運動選手の喫

煙は好ましくない②運動選手の喫煙は個人の自由 

③喫煙者の健康上好ましくない④非喫煙者の健康 
上好ましくない⑤喫煙者の運動能力に影響する⑥ 
非喫煙者の運動能力に影響する⑦マナーや決まり

を守れば，他の部員の有無に関わらず喫煙してよ

い⑧喫煙の際は，その場にいる部員や部活動関係

者に了解を得るべき）の 8 項目全てで，喫煙者，
過去喫煙者，非喫煙者の間に有意差がみられた。 
喫煙者は，運動選手の喫煙に対して肯定的であ

り，健康・運動能力両面への影響を安易に捉え，

過去喫煙者・非喫煙者に対する配慮の面でも意識

の低さが顕著となった。一方，過去喫煙者・非喫

煙者は運動選手の喫煙に対して否定的であり，喫

煙の健康・運動能力両面での影響について，喫煙

者より高い意識を有していた。また，どの項目に

おいても，過去喫煙者と非喫煙者の回答率はほぼ

同等であり，喫煙に対して同様の意識を持つもの

と考えられる。さらに，喫煙者に対して，周囲へ

の了解や配慮を求める傾向にあった。しかしなが

ら，現状では喫煙部員が喫煙の際，了解を得てい

るとの回答は，喫煙者では約 60％であったが，過
去喫煙者・非喫煙者では 40％程であった。これら
のことから，喫煙者が認識する「周囲への了解・

配慮」と過去喫煙者・非喫煙者が望む「周囲への

了解・配慮」には意識的な差があると考えられ，

喫煙者に対し，過去喫煙者・非喫煙者を視野に入

れた喫煙行動に留意させる必要性が示唆された。 
表 1知識に関する項目の正解得点の平均値と標準偏差

  
喫煙者 

（N＝72） 

過去喫煙者

（N=110） 

非喫煙者 

(N=356) 

 Mean   S.D. Mean    S.D. Mean    S.D. 

能動喫煙

への知識
8.3    2.00  8.4      1.75    8.4    1.83 

受動喫煙

への知識
9.3    1.46   9.2      1.46    9.2    1.36 

運動能力

への知識
3.7    1.13   3.9      0.97    3.9    0.91 

 

4 結論 

今回の調査で大学運動選手の喫煙率は一般大学

生に比して低いことが認められる。 

競技間の喫煙率の相違は持久的体力の必要性に

よって生じていると推察できる。また，喫煙選手

は持久的体力の低下を感じつつも，喫煙に及んで

いる。しかし，部活動時や大会時の喫煙者が半数

以下であることは，運動選手としてコンディショ

ニングに配慮する姿勢の顕れであると言え，禁煙

意向を示す選手が多数見られることからも，何ら

かの禁煙指導の導入が求められる。さらに，過去

喫煙者・非喫煙者は，喫煙者への配慮を望んでお

り，喫煙行動に留意させる必要があると思われる。

加えて，選手自身が競技者としての自覚を持ち，

喫煙の健康への影響について，今後より一層の知

識を得るとともに，喫煙による持久的体力および

運動能力の低下，コンディショニングの重要性に

ついて十分理解することが望まれる。 
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