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1．緒言 2-3．調査内容 

2003年に施行された健康増進法25条の受動喫煙

の防止規定をうけて、2004 年に茨城大学でも、建

物内全面禁煙、喫煙専用場所の設置が規定された。

しかし喫煙専用場所は、目につきやすく管理がし

やすいという理由から、多くは建物出入り口、ま

たは建物通路上に設置された。これらの喫煙専用

場所の問題点は、空間自体は屋外ではあるが、通

行が集中する、あるいは場合によって非喫煙者に

対して煙が届いてしまう場所であることである。

さらにこの状態は分煙の 4 分類に照らし合わせみ

ると、「全面禁煙」に相当してはいるが、通行人に

対する受動喫煙への配慮がなされているとはいえ

ないのではないだろうか。 
また、実際のところは構内での歩きタバコや建

物内での喫煙、喫煙専用場所以外での喫煙などの

違法状態が日常化している。 
そこで、本研究では、学生の喫煙に対する意識、

喫煙行動、学内における分煙マナーに対する意識

や態度、学内での喫煙規則をどの程度認識してい

るのかを調査することによってその現状を把握し、

さらなる効果的な分煙環境の実現について検討す

ることを目的とした。また 2008 年 7 月に茨城県に

タスポが導入されたことによる、喫煙者の喫煙行

動に対する意識の変化、購買行動の変化や、未成

年喫煙者に対するタスポの有効性、タスポの使用

状況について明らかにすることを目的とする。 
 

2. 研究方法 

2-1．調査対象 

調査は、茨城大学水戸キャンパス（以下、茨城

大学）に通う大学生を対象として、2008 年 12 月上

旬から 2008 年 12 月中旬にかけて実施した。その

内訳は教育学部の学生 171 人、人文学部の学生 79

人、工学部の学生 31 人、理学部の学生 83 人、農

学部の学部 4 人の合計 368 人であった。 
 

2-2．調査方法 

調査は無記名自記式質問紙法によって実施した。

調査方法は、授業時間を利用して実施したものと、

友人を介して調査依頼した者の二種類を並行して

行った。この際どちらか一方で回答した人は二度

目の調査に回答しないようにした。調査終了後は

すぐに回収する即時回収法とした。 

 本研究では集計・分析を行う際、喫煙状況別に、

現在喫煙をしている人を「喫煙者」、過去に喫煙を

していて現在はしていない人を断煙者、今まで一

度も喫煙をしたことない人を「非喫煙者」とした。

データ処理には Microsoft Excel を使用し単純集

計・クロス集計を行った。集計後は、SPSS11.0J for 

Windows を用いて X2検定・T 検定をおこなった。 

 調査票の内容は、年齢・性別などの基本属性 3

項目、喫煙歴など喫煙行動について 5項目、喫煙

開始理由・喫煙開始動機など喫煙に対する意識に

ついて 19 項目、構内での喫煙専用場所の認知など

校内での喫煙について 12 項目、健康観や生活習慣

など健康に対する意識について 7項目、タスポの

保有状況などタスポの使用に関して 4項目からな

る。 

 

3. 結果と考察 

3-1．喫煙に対する意識・知識・態度について 

 男性喫煙者は 38 人（19.3％）、女性喫煙者は 12

人（7.0％）で、全国調査の値に比べて低い値であ

った。喫煙開始年齢については、未成年のうちに

開始した人は 53 人（74.6％）で、成人になってか

ら喫煙を開始した人は 24 人（24.4％）で、最も低

年齢で喫煙を開始した人は 13 歳からで 5 人

（7.0％）であったが、多くの人は 18 歳～20 歳か

ら喫煙を開始していて、これは大学入学前後の時

期と一致すると考えられる。喫煙開始にあたって

の最も影響を受けたのは「友人」で、33 人（42.3％）

であった。また、喫煙者のタバコの主な購入場所

に関しては、タスポ導入前はコンビニエンススト

アと答えた人が最も多く 40 人（80.0％）、次いで

自動販売機と答えた人が多く 35 人（70.0%）であ

った。しかし、タスポ導入後は自動販売機を利用

すると答えた人は 3 人（6.0%）にとどまり、喫煙

者全員がコンビニエンスストアを利用すると答え

た。 

 

 
図 1 タスポ導入前後のタバコの購入場所の変化

について 

 

喫煙による健康影響のうち最も浸透率が高かっ

たものは喘息で全体の 78.3%の人が知っていると

答え、喫煙状況による差はみられなかった。一方

心臓病と答えた人は喫煙状況で周知に差があり、

喫煙者で知っていると答えた人が 28 人（56.0％）

であったのに対し、非喫煙者では 71 人（23.7％）

にとどまり有意な差がみられた（p＜0.001）。この
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ほかには「血液の循環に与える影響」（p＜0.01）、

「特別な疾患を持つ人に与える影響」（p＜0.01）

の項目において有意な差がみられた。 

喫煙に対する意識においては、「喫煙をする生活

も尊重されてもよい」（p＜0.01）、「たばこにはス

トレスを解消する作用がある」（p＜0.01）、「たば

こは喫煙者の頭の働きを高める」（p＜0.001）、「喫

煙にはいい面がある」（p＜0.001）の項目に有意な

差がみられた。 

 これらの結果から、喫煙者は非喫煙者と比べて

喫煙に対して知識があり、さらに肯定的な意見を

持っていると考えられる。 

3-2．学内での喫煙に対する態度について 

 学内での喫煙規則について知っているかという

問に対して知っていると答えた人は、喫煙者で 42
人（84.0％）、断煙者＋非喫煙者では 189 人（59.6％）

で両者の間に有意な差がみられた（p＜0.05）。また、

構内の喫煙専用場所を把握しているかという問に

対して、認識していると答えた人は、喫煙者で 44
人（88.0％）であったが、断煙者＋非喫煙者で認識

していると答えた人は 109 人（34.3％）にとどまり、

認識していると答えた非喫煙者は人 98 人（32.9％）

と、喫煙者との間に有意な差がみられた（p＜0.001）。 
さらに、喫煙専用場所以外での喫煙についてど

う思うかという質問に対して、喫煙場以外でも喫

煙してよい（喫煙場以外でも喫煙してもよい＋喫

煙場以外も場所でも人に迷惑をかけなければ喫煙

してもよい）と答えた人の割合は喫煙者がもっと

も高く 36.0％（28 人）で、喫煙者の結果（45 人:15％）

との間に有意な差がみられた（p＜0.05）。構内での

歩きたばこに対する意見も、喫煙者では「絶対だ

め」と答えた人が 21 人（42.0％）、どこで吸っても

いいと答えた人が 3 人（6.0％）であったのに対し、

非喫煙者のそれはそれぞれ 213 人（71.7％）、1 人

（0.3％）と有意な差がみられた（p＜0.001）。これ

らのことから、喫煙者のほうが喫煙規則に対して

の認識がありながら、喫煙マナーに対しての意識

が低いと考えられる。 
3-3．タスポの使用状況について 

 タスポの認知率は三者ともに高く、知らないと

答えた人は 14 人（3.9％）にとどまった。また、

知らないと答えた人を年齢別にみると 18 歳 3 人

（23.1％）、19 歳 6人（46.2％）と未成年が過半数

を占めた。また、タスポが導入されたことに対す

る意見を聞いたところ喫煙者で賛成（「賛成」＋「ま

まあ賛成」）と答えた人は 19 人（29.6％）、非喫煙

者で 10 人（52.7％）、非喫煙者で 159 人（57.0％）

であった。また、反対または意味がないと答えた

人の割合は喫煙者が最も多く 24 人（50.0％）であ

った。断煙者と非喫煙者ではそれぞれ4人（21.1％）、

59 人（21.2％）と喫煙状況によって有意な差がみ

られた（p＜0.001）。 

一方、喫煙者でタスポ所有している（申込中含

む）人は 5 人（10.4％）にとどまった。だが、タ

スポを使用したことがあると述べた人は 19 人

（42.2％）であった。つまり 15 人が他人から貸借

して使用していて、その理由として最も多かった

ものは、「たばこを買いたいときに、近くにコンビ

ニエンスストアがなかったから」というものだっ

た。しかしタスポの会員規約では、タスポの他者

への貸与、譲渡等を禁じており、貸与・貸借は違

反行為に当たる。それにも関らず、このような結

果が出たということは、未成年でも周囲のタスポ

所有者からタスポを借りれば自動販売機で簡単に

たばこが買える状況が想定でき、タスポが導入さ

れた本来の目的に反しているということができる。 

3-4．健康に対する意識について 

 喫煙者で健康に気を使っている答えた人は23人

（46.0％）、断煙者と非喫煙者ではそれぞれ 8人

（42.1％）、145 人（48.6％）であった。思わない

答えた人はそれぞれ10人（21.8％）、7人（36.9％）、

53 人（17.8％）であった。また健康のために気を

つけていることについて、食事・運動と答えた人

が喫煙者、断煙者、非喫煙者ともに最も多くそれ

ぞれ 22 人（35.5％）、8人（30.8％）、112 人（29.8％）

であった。このほかに関しても三者の間で大きな

差はみられなかった。 

 

4 摘要 

本研究では茨城大学における学生の喫煙行動と健

康意識について調査したところ以下の結果が得ら

れた。 

1)喫煙者の多くは大学入学前後に喫煙を開始して

いた。 

2)タスポの導入により自動販売機での購入者が減

り、コンビニエンスストアでの購入者が増えてい

る。タスポによって、未成年者が自動販売機では

たばこを購入できなくなったが、今後は対人販売

でいかに未成年者の購入を食い止めるかが課題に

なる。 

3)喫煙者は非喫煙者と比べて喫煙に対して知識が

ありながら、喫煙に対して肯定的な意見を持って

おり、知識と喫煙行動との間に関係は見られなか

った。 

4)構内での喫煙に対する意識は喫煙者と非喫煙者

で差があり、喫煙者は規則についての認識があり

ながら、喫煙マナーに対しての意識が低く、今後

受動喫煙を防ぐためにもマナーアップに努めなけ

ればならない。 

5)タスポの認知率はおおむね高かったが、タスポ

に対する意見は喫煙状況によって差があり、喫煙

者ほど反対意見があがった。また、タスポの不正

利用者が喫煙者全体の 3 割に上り、未成年者の喫

煙防止のためにも、タスポ所有者が規約を厳守す

ることが重要である。 
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