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1. 緒言 

野球(Baseball)はアメリカにおいて，アメリカン

フットボール，バスケットボールと並んで三大ス

ポーツとして高い人気を誇っている。野球選手が

子供たちや若者にとってのヒーロー的存在である

ことは言うまでもない。これは,我が国においても

同様である。甲子園は高校球児のみならず様々な

年代から高い支持を受け，女性からの人気も非常

に高い１）。スポーツニュースでもプロ野球選手を見

ない日はほとんどない。競技人口も多く，子ども

たちや青少年はプロ野球選手や甲子園に憧れ，幼

少期から野球に親しんでいる。このように野球は

人気スポーツであるため，他の競技と比較してメ

ディアへの露出度が非常に高い。ゆえに，マイナ

ス面で取り上げられる可能性も高くなる。Severson
ら２ ）によって行われた無煙たばこ (Smokeless 
tobacco)調査や，インターネットや週刊誌を介して

報道される日本人プロ野球選手の喫煙行動など，

プロ野球選手による喫煙は問題視されている。さ

らに，松岡ら 3）が実施した大学運動部員の喫煙に

関する先行研究でも野球部員の喫煙率が 26.8％と

最も高く，学生野球界の喫煙にも問題意識を持っ

ていかなくてはならないと考える。 
しかし,未だ野球選手を対象とした喫煙実態調査

の数は少ない。そこで，本研究は国公立大学硬式

野球部に所属する大学野球選手に対象を絞って喫

煙調査を実施し，喫煙状況や喫煙行動，喫煙に関

する知識，喫煙意識などを知り，野球選手と喫煙

についての関係を明らかにするための一資料を得

ることを目的とした。 
 

2. 研究方法 

2-1 対象及び調査内容 

対象者は国公立大学 8 校(茨城大学，宇都宮大学，

群馬大学，埼玉大学，信州大学，高崎経済大学，

新潟大学，山梨大学)の硬式野球部員(1 年生 54 名，

2 年生 46 名，3 年生 34 名，4 年生７名)141 名であ

った。各大学宛に無記名自記式調査用紙を郵送し，

回答を得た。その後，同封した返信用封筒にて調

査書の返送を受けた。茨城大学の調査については，

調査者自らが配布し，回答を受けた。調査内容は

｢年齢，学年｣，｢野球に関する項目｣，｢喫煙行動に

関する項目｣，｢喫煙に関する知識｣，｢喫煙意識に

関する項目｣の 4 つの観点で構成し，計 28 項目と

した。 
 

2-2 分析方法 

集計の際にミスが多かった調査用紙は除いたた

め， 139 名(有効回答率 98.6％)を分析対象とした。

はじめに，喫煙者，過去喫煙者，非喫煙者を分類

するために単純集計を行い，3 者間で各項目につい

てクロス集計を行った。その後，喫煙状況と所属

リーグ(2 部リーグ，3 部リーグ)，ポジション,打順，

野球選手の喫煙に対する考え方の 4項目でχ２検定

を行った。さらに一週間あたりの合計練習時間，

喫煙知識を問う項目，将来の喫煙行動予測では，

その平均値を分散分析で，Tukey 法による多重比較

を行った。喫煙行動予測では,非喫煙者,過去喫煙者

においては｢ぜったい喫煙しない(4 点)｣から｢ぜっ

たいに喫煙する(0 点)｣,喫煙者においては｢ぜった

いに禁煙する(4 点)｣から｢ぜったいに禁煙しない(0
点)｣でそれぞれ得点化した。すべての統計解析には，

Windows 版 SPSS11.0J を使用した。有意水準は 5％
とした。 
 

3. 結果と考察 

3-1 喫煙状況  
喫煙者は 10％(毎日吸っている 5.0％，時々吸う

5.8％)，過去喫煙者 23.0％(断煙者 10.1％，試喫煙者

12.9％)，非喫煙者 66.2％であった。したがって，

本調査における野球選手の喫煙率は，松岡らの調

査によって報告された硬式野球部員の喫煙率

(26.8％)と比較して低かった。 
リーグ別の喫煙状況に有意差はなかったが，2 部

選手(7.7％)と 3 部選手(17.0％)の喫煙率に開きが見

られた(表 1)。下位リーグの喫煙率が高い背景には，

相対的なリーグレベルの違いによるモチベーショ

ンの差が影響しているものと思われる。 
ポジション別の喫煙状況では，各ポジション間

の有意差は見られなかったがバッテリー(6.7％)と
野手全体(10.6％)の比較では野手全体の方がやや高

い喫煙率を示した。守備中，バッテリーは常にボ

ールとの関わりがある。投手はどの選手よりも多

く投球し，捕手は投手のボールを受け返球する。

つまり，バッテリーは野手よりも一定の動きを反

復する機会が多い。そのため彼らには筋力や調整

力，技術力などの他に，野球のゲームを成立させ

るため野手より多くの持久力を求められる。よっ

て，喫煙率が低いのだと考える。 
練習時間と喫煙状況の関係(表 2)では，非喫煙者

と喫煙者に有意差が見られた(p<0.05)。練習時間が

短いことと喫煙を習慣化していることの背景には，

競技力向上に向けての動機づけが十分で無いこと

が考えられる。 
 
3-2 喫煙行動 

喫煙者，過去喫煙者(n=47)において喫煙を開始し

た年齢で一番多かったのは，｢18 歳｣と｢20 歳｣(8 名，

17.0％)であった。よって大学に入ってから喫煙を

開始する選手が多いことが分かった。 
喫煙者，過去喫煙者(n=47)において喫煙のきっか

けは｢友人の影響｣(26 名，55.3％)が多かった。｢親

の影響｣と｢兄弟の影響｣は少なかった。大学生は，

一般的に家族と一緒に生活する時間が少なくなる

ため影響を受けにくいのだと考える。 
喫煙者(n=15)においてたばこを吸いたくなると
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きは，｢イライラしたとき(10 名，66.7％)｣，｢お酒

を飲んだとき(7 名，46.7％)｣，｢食事が終わったと

き(9 名，60.0％)｣など精神状態やニコチンの依存性

による回答が多かった。喫煙によって精神的スト

レスを回避していることが分かる。喫煙後の気分

では，｢落ち着く(11 名，73.3％)｣と答えている選手

が多く，喫煙により精神の安定を得ていることが

分かる。しかし，ニコチン濃度が薄くなってきた

ときに喫煙によりニコチンを摂取すれば「落ち着

く」と感じるのは当然のことである。このような

負のスパイラルに陥るのでなく，違った形で精神

的ストレスを解消するよう生活習慣を変えていく

ことが必要だと考える。 
喫煙者(n=15)において,試合会場で喫煙する者は

3 名(20％)であった。プロ野球選手に多く見られる，

試合中にベンチまたはベンチ裏で喫煙する選手は

1 名(7％)であった。しかし，試合中でなくても試合

会場で喫煙をする習慣があることは問題である。

なぜなら近年，多くの野球場で禁煙化が進んでお

り，必ずしも喫煙所が設けられているわけではな

いからである。よって，喫煙スペース以外で喫煙

をする選手がいることが危惧される。 
非喫煙者,過去喫煙者(n=124)において,喫煙をし

ない，やめた理由は「自分の健康に悪い(94 名，

75.8％)」と答える選手が多かった。選手の多くが

喫煙により体に悪影響をもたらされるという知識

があり，行動に結び付けていることが推察できる。 
 

3-3 プロ野球選手やアマチュアトップ選手の喫

煙に対する考え 

プロ野球選手やアマチュアトップ選手の喫煙行

動について，｢野球選手であることと喫煙は関係な

い｣(p<0.05)，｢野球で結果を出していれば問題な

い｣(p<0.05)，｢他人の迷惑にならないのなら問題な

い｣(p<0.01)の 3 項目で,喫煙者(n=15)，過去喫煙者

(n=32)，非喫煙者(n=92)の間に有意差が認められた。

これらの項目は，プロ野球選手やアマチュアトッ

プ選手の喫煙を容認する考え方であり，喫煙者が

多く回答していた。プロ野球選手やアマチュアト

ップ選手は，国公立大学野球選手にとっても目標

である。野球界には，喫煙しながらも活躍するス

ター選手がいるという事実と喫煙者自らの喫煙行

動を照らし合わせて回答していることが推察でき

る。一方，非喫煙者と過去喫煙者では｢野球選手の

喫煙は好ましくない｣，｢野球場敷地内での喫煙は

好ましくない｣の回答が多かった。これらは，喫煙

を否定する考え方である。以上，喫煙状況によっ

て，プロ野球選手やアマチュアトップ選手の喫煙

に対する考え方に違いが見られた。 
 

3-4 将来の喫煙行動の予測 

喫煙者(2.4±1.2)は非喫煙者(3.3±1.1)と比較し

て点数が低かった(p<0.05)。喫煙者による禁煙意志

は非喫煙者による喫煙しない意志と比較して低い

ことが示唆された。また,過去喫煙者(2.8±1.2)も非

喫煙者と比較するとやや低い値を示した。非喫煙

者の中には長期にわたって喫煙していた選手もお

り，｢たぶん喫煙しない｣，｢どちらとも言えない｣

という回答が多かったことが影響していると考え

る。 
 

4 まとめ 

本研究では，国公立大学硬式野球選手を対象に，

野球選手と喫煙についての関係について調査した

ところ,以下の結果を得た。 

得られた結果は以下の通りである。 

(1) 関甲新学生野球連盟の国公立大学の喫煙率

は低く，2部よりは3部の喫煙率が高かった。 
(2) 喫煙者は非喫煙者と比較して練習時間が短

い傾向にあった。 
(3) 試合会場で喫煙する選手は少なかった。 
(4) プロ野球選手やアマチュアトップ選手によ

る喫煙に対する考えは，喫煙状況によって異

なった。 
(5)   喫煙者による禁煙意志は，非喫煙者による

喫煙しない意志と比較して低かった。 
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表 1 リーグ別の喫煙状況(n=139) 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
                 
 
 

 

                                          p=0.014 

  喫煙者 過去喫煙者 非喫煙者

2部リーグ(n=92) 7(7.7) 23(25.0) 62(67.3)

3 部リーグ(n=47) 8(17.0) 9(19.1) 30(63.9)

 

表 2  練習時間と喫煙状況の多重比較 

   平均 標準偏差 

非喫煙者 14.8 6.7 

過去喫煙者 14.3 6.4 

喫煙者 9.5 7.1 


