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原 著

男子大学生の喫煙に関連する要因

―喫煙者と非喫煙者の比較から―

角田 英恵*，桂 敏樹*，星野 明子**，臼井 香苗*

Factors Relating to Smoking of Male University Students

―Comparison between Smokers and Non-smokers―

Hanae Sumida*, Toshiki Katsura*, Akiko Hoshino** and Kanae Usui*

Abstract : Purpose : The purpose of this study was to identify smoking factors of male university students

and promote smoking prevention of university students.

Methods : The subjects were 157 male university students. I distributed questionnaire asking attribution,

lifestyle, personality, and things about smoking. I compared smokers with non-smokers.

Results : 1. Lifestyle ; Non-smokers had better lifestyle in drinking and breakfast than smokers. 2.

Environment ; Smokers had more smoking parents, friends, and girlfriend than non-smokers. 3.

Personality ; Non-smokers were more high in desensitization than smokers. 4. Knowledge about destructive

of smoking ; There were more smokers than non-smokers who has knoweiedge about destructive of smoking.

5. Nicotine dependence ; Most smokers were iow nicotine dependence.

Conclusion : The results suggest that if he has smokers in his family, his smoking is accepted by his family

and he smokes easily. If he has smoking friends and girlfriend, he smokes easily, too. Smokers couldn’t

care less how people look them, so they start smoking which is negative image socially. Though they have

knowledge about destructive of smoking, they start smoking because they are young and not interested in

health. It is important for smoking prevention to approach person around them as well as themselves and it

is effective to approach smokers when they just start smoking.

Key words : Male university students, Smoking, Relating factors, Health practices, Personality

は じ め に

喫煙によって，がん，呼吸器疾患，心臓病，脳卒中

など，さまざまな健康被害が明らかになっており1~4)，

喫煙者の 3人に 1人は喫煙が原因で死亡するといわれ

ている5,6)。

しかし，2008年国民衛生の動向によると，わが国の

20歳以上の男性喫煙者率は，40.2％と高率である7)。

また20歳代∼40歳代で高く，この20代の高い喫煙率

は，大学生の喫煙が反映されていると考えられる8)。

大学に在学するこの時期は，将来に向けた健康な生
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活習慣を確立するために重要な時期である9)。

そこで本研究は，男性が喫煙を始める時期である大

学生活において，男子大学生の喫煙防止を促進するこ

とをねらいとして男子学生の喫煙に関連する要因を明

らかにすることを目的とした。

方 法

対象は，A大学工学部 3回生の講義である「環境安

全化学」を履修する男子学生157名である。回収率は

70.5％であった。調査は，2009年10月に無記名自記式

調査票を配布し実施した。調査項目は基本属性，生活

習慣 (Breslow10) の健康習慣），人格特性（筑波式喫煙

者調査票11)），喫煙に関すること（周囲の喫煙状況，

タバコの有害性に関する知識，喫煙に対するイメー

ジ，ニコチン依存度 (Fagerstrom Test for Nicotine

Dependence ; FTND)12) 等）である。分析では，χ
2 検

定または t 検定を用い，喫煙群と非喫煙群で生活習

慣，周囲の喫煙状況，人格特性等を比較した。統計解

析には SPSS Statistics 17.0 を用いて，有意水準は p＜

0.05 とした。
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表 1 Breslow の健康習慣

喫煙群 (N＝55)

N (％)

非喫煙群 (N＝102)

N (％)
P値

1日 7∼ 8時間の睡眠をとっている 18（32.7) 29（28.4) ns*

適正体重を維持している 24（43.6) 54（52.9) ns*

お酒は飲まないまたは適量である 35（63.6) 82（80.4) 0.022*

定期的に運動をしている 21（38.2) 54（52.9) ns*

朝食を毎日食べている 19（34.5) 63（61.8) 0.001*

間食をしない 29（52.7) 34（33.3) 0.018*

ブレスロー合計点（喫煙習慣抜き) 2.7±1.5 3.1±1.3 0.051**

ns :有意差なし，* : Pearson の χ
2，** : t 検定

表 2 人 格 特 性

喫煙群 (N＝53)

平均±SD

非喫煙群 (N＝101)

平均±SD
P値*

自己愛性 6.2±2.8 5.7±2.8 ns

外向性 6.6±2.6 6.2±2.0 ns

口愛性 2.7±2.1 2.7±2.2 ns

依存性 4.3±2.1 4.6±1.8 ns

過敏性 4.5±3.2 6.1±2.3 0.002

劣等感 4.9±2.9 5.7±2.5 0.065

ns :有意差なし，* t 検定，※無回答例は除外

結 果

現在喫煙している者（48名）と過去に喫煙していた

者（ 7名）を喫煙群，喫煙したことがない者を非喫煙

群（102名）とした。喫煙群55名（35.0％），非喫煙群

102名（65.0％）であった。また，対象者の平均年齢

表 3 周囲の喫煙状況

喫煙群 (N＝54)

N（％)

非喫煙群 (N＝94)

N（％)
P値

父 親
吸っている 23（42.6) 23（24.5)

0.022*
吸っていない 31（57.4) 71（75.5)

母 親
吸っている 10（18.5) 5（ 5.3)

0.020**
吸っていない 44（81.5) 89（94.7)

兄 弟
吸っている 7（13.0) 6（ 6.4)

ns*
吸っていない 47（87.0) 88（93.6)

姉 妹
吸っている 4（ 7.4) 2（ 2.1)

ns**
吸っていない 50（92.6) 92（97.9)

祖父母
吸っている 9（16.7) 7（ 7.4)

ns*
吸っていない 45（83.3) 87（92.6)

友 人
吸っている 44（81.5) 45（47.9)

0.000*
吸っていない 10（18.5) 49（52.1)

彼 女
吸っている 5（ 9.3) 0（ 0.0)

0.006**
吸っていない 49（90.7) 94（100.0)

身近にタバコを吸っている人はいない
当てはまる 1（1.9) 32（34.0)

0.000**
当てはまらない 53（98.1) 62（66.0)

ns :有意差なし，* : Pearson の χ
2，** : Fisher の直接法，※無回答例は除外

は，喫煙群22.4±1.7歳，非喫煙群21.2±0.9歳であっ

た。

1．Breslow の健康習慣（表 1）

｢飲酒」・「朝食」に関して，喫煙群は非喫煙群より

健康な習慣を有する者が有意に少なく，Breslow の健

康習慣得点も低い傾向があった (p＝0.051）。また，

「間食」に関しては，非喫煙群の方が喫煙群より健康

な習慣を有する者が有意に少なかった。

2．人格特性（表 2）

非喫煙群は，過敏性が喫煙群より有意に高く，劣等

感が喫煙群より高い傾向である (p＝0.065) ことが明

らかになった。各質問項目では，過敏性の「すぐ赤面

するたちである」・「人前に出るとひどくあがってしま

う」・「人が自分のことをどう思っているかと気になる

ことが多い」と，劣等感の「ちょっとしたことでも焦

りを感じる」で，非喫煙群の方が有意に高かった。
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表 4 タバコの有害性に関する知識

喫煙群 (N＝54)

N（％)

非喫煙群 (N＝97)

N（％)
P値

心臓疾患 34（63.0) 37（38.1) 0.003*

肺がん 54（100.0) 96（99.0) ns**

口腔・咽頭がん 40（74.1) 51（52.6) 0.010*

ぜん息 32（59.3) 42（43.3) ns*

脳血管疾患 31（57.4) 30（30.9) 0.001*

胃がん 21（38.9) 18（18.6) 0.006*

胃・十二指腸潰瘍 11（20.4) 9（ 9.3) 0.054*

歯周疾患 33（61.1) 37（38.1) 0.007*

胎児発育不全 36（66.7) 51（52.6) ns*

知識数（/ 9個) 5.4±2.5 3.8±2.4 0.000***

ns :有意差なし，* : Pearson の χ
2，** : Fisher の直接法，*** : t 検定，※無

回答例は除外

表 5 喫煙に対するイメージ

喫煙群 (N＝54)

N（％)

非喫煙群 (N＝97)

N（％)
P値

格好いい 3 （ 5.6) 7（ 7.2) ns**

体に悪い 37（68.5) 78（80.4) ns*

大人の証明 3（ 5.6) 2（ 2.1) ns**

格好悪い 1（ 1.9) 14（14.4) 0.011**

嫌いだ 2（ 3.7) 50（51.5) 0.000**

特に何とも思わない 16（29.6) 12（12.4) 0.009*

くさい 0（ 0.0) 3（ 3.1) ns**

金がかかる 0（ 0.0) 4（ 4.1) ns**

その他 5（ 9.3) 9（ 9.3) ns**

ns :有意差なし，* : Pearson の χ
2，** : Fisher の直接法，※無回答例は除外

3．周囲の喫煙状況（表 3）

喫煙群は，父親・母親・友人・彼女の喫煙者が有意

に多かった。また，「身近にタバコを吸っている人は

いない」と答えた者は，非喫煙群に有意に多かった。

4．タバコの有害性に関する知識（表 4）

心臓疾患・口腔咽頭がん・脳血管疾患・胃がん・歯

周疾患に関して，喫煙群が有意に高く，また，胃十二

指腸潰瘍に関して，喫煙群が高い傾向であった (p＝

0.054）。知っている疾患数でも喫煙群が有意に多く，

喫煙群が非喫煙群より有意に知識を有していることが

明らかになった。

5．喫煙に対するイメージ（表 5）

｢格好悪い」「嫌いだ」と答えた者が，非喫煙群に有

意に多く，また「特に何とも思わない」と答えた者

は，喫煙群に有意に多かった。

6．喫煙者のニコチン依存度

喫煙者のニコチン依存度は，低度20名（45.5％），

中等度21名（47.7％），高度 3 名（6.8％）であった

（無回答例は除外）。

考 察

1．喫煙群と非喫煙群の生活習慣

本研究で，Breslow の健康習慣の「飲酒」・「朝食」

において，非喫煙群の方が喫煙群より有意に良い習慣

の者が多く，健康習慣得点でも，非喫煙群の平均得点

が有意に高いことが明らかになった。

先行研究では，習慣的な飲酒，朝食の欠食頻度，夕

食の外食頻度が高いほど喫煙率は増加し，運動習慣の

ある者はない者に比べて喫煙率が低かったと報告され

ている13)。喫煙行動と飲酒行動の関連性については

よく知られており，大学生の不健康な生活習慣との関

連でも，過度の飲酒との関連が報告されている14)。

さらに，青年期男女における喫煙者は非喫煙者よりも

ライフスタイルが好ましくないこと15,16)や，習慣的

喫煙者は，健康に関する QOL が低いこと17)も報告さ

れており，本研究の結果はこれまでの研究を支持して

いる。

ただ，本研究では，間食する者が喫煙群より非喫煙

群の方が有意に多く，大学生を対象とした既存の報

告8)とは異なる結果を示したが，これは喫煙者にとっ

角田，他 :男子大学生の喫煙に関連する要因―喫煙者と非喫煙者の比較から―
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てのタバコのように，身近でできる気分転換やストレ

ス解消の手段の 1つとして，非喫煙者が間食を選択し

ているものではないかと考えられる。

以上より，大学生時における喫煙習慣がすでに他の

生活習慣に関係し，悪影響を与えていることや，喫煙

者の健康意識の低さが考えられる。喫煙は肺がんや心

臓病等の発症を高めるだけでなく，若年からの不健康

な生活習慣に関与しており，中高年になってからの生

活習慣病の発症のリスクとなっている。したがって，

若年からの禁煙指導は将来に向けた生活習慣改善にも

つながり，喫煙者には喫煙による害だけでなく，種々

の健康行動とも関連していることを理解させる等，生

活習慣も含めたアプローチが重要であると考えられ

る。

2．喫煙群と非喫煙群の人格特性

1950年代以来の喫煙者の人格研究では共通して喫煙

者は非喫煙者に比較して，より外向的であると報告さ

れている11)。また男性では，喫煙者は新奇性を求め

単調さを避ける傾向が強いと報告されている18)。

本研究では，外向性に有意な差はみられず，過敏性

と劣等感に関して，非喫煙群の平均得点が高いことが

明らかになった。

まず，過敏性に関しては，先行研究で非喫煙者の性

格特性が，用心深く無理をせずいい人でいたい，と特

徴づけられたとの報告19)がある。本研究でも過敏性

の質問項目のうち，「人が自分のことをどう思ってい

るかと気になることが多い」で，非喫煙群が有意に高

かったことや，喫煙に対するイメージで，喫煙群は

「特に何とも思わない」と答えている者が多いのに対

し，非喫煙群は「嫌いだ」「格好悪い」と答えている

者が多いことから，非喫煙者はタバコに対し否定的・

批判的なイメージを持ち，人の目を気にするという点

で先行研究と共通していると考えられる。またこのこ

とが，一般的に否定的なイメージである喫煙行動を起

こさないことにつながっていると考えられる。

次に，劣等感に関して，非喫煙群の方が喫煙群に比

べ高い傾向があったことは，喫煙者の性格として積極

的，勝気な性格を挙げている小川20)の報告に一致し

ていると考える。また，劣等感の質問項目のうち

「ちょっとしたことでも焦りを感じる」で非喫煙群が

有意に高かったことから，非喫煙者は健康に対しても

敏感であり，より保健行動をとるのではないかと考え

られる。

喫煙者と非喫煙者では性格特性に違いがあることが

明らかとなり，これは効果的な禁煙教育を検討してい

くための重要な手がかりとなると考えられる。

3．本人の喫煙状況と周囲の喫煙状況

本研究で，父親・母親・友人・彼女の喫煙が，本人

の喫煙と有意に関連しており，また「身近にタバコを

吸っている人はいない」の項目では，非喫煙群が有意

に多いことが明らかになった。先行研究では，喫煙開

始は家族や友人の喫煙の影響を受けること21)や，家

族の喫煙は，男子において，また家族内の喫煙者数が

多い家庭において，早期からその影響力を発揮すると

報告されている22)。そして，特に母親の喫煙は子供

の喫煙に影響し，母親本人が喫煙していると，子供の

喫煙に対しても寛容となり，子供の喫煙を容認してし

まうということも推察されている23)。さらに，大学

生になると 1人暮らしになる者が多く，学生にとって

一番身近な存在となるのは友人や恋人となるため，友

人や恋人の喫煙にも強く影響を受けると考えられる。

児童や生徒の大部分は好奇心によって喫煙を開始し

ており，喫煙に対する好奇心は，小学生時は身近な年

長者の喫煙の影響を受け，中学生時にはそれに友人の

喫煙の影響を受け，そしてその喫煙に対する好奇心

は，タバコの入手が比較的容易であることによって喫

煙開始へと移行すると報告されている24)。また，喫

煙者の方が非喫煙者よりも親が子供の喫煙を認めてい

る場合が非常に多いことが報告されている25~28)。こ

のことを踏まえると，父親や母親等の家族の喫煙によ

り，子供は幼い頃からタバコを身近なものと認識する

ことで，喫煙への意識が低下し，タバコへの興味や好

奇心を持ちやすい状況となる。かつ家でタバコがすぐ

に手に入る環境や，家族に自分の喫煙が受容されやす

い環境であることで，喫煙行動を起こしやすくなると

考えられる。

本研究の，喫煙に対するイメージにおいて，喫煙群

は「特に何とも思わない」者が38.0％もいたことが明

らかになっており，喫煙者は喫煙習慣に対して寛容な

ことがうかがえる。

以上のことから，本人のみならず，周りの家族や友

人や恋人といった，個人に大きく影響を与える集団へ

のアプローチの重要性が示唆された。

4．喫煙群と非喫煙群のタバコの有害性に関する知識

本研究で，心臓疾患・口腔咽頭がん・脳血管疾患・

胃がん・歯周疾患に関して，喫煙群が有意に高く，

知っている疾患数も喫煙群の平均数が有意に高かっ

た。これは，喫煙の有害性に関する知識を有していて

も，喫煙行動を抑制する要因にはなっていないという

ことである。医学生を対象にした先行研究29)でも，

喫煙と疾患の関連やリスクファクターについての説明

では，知識としては頭に残るが，禁煙行動には結びつ

いていないと報告されている。また，他の研究30)で

も，喫煙と疾病の関係を理解しても，直接行動変容に

は結びつかないこと，喫煙の害の強調や喫煙に関する

認識の教育では一時的な影響は与えても，行動の定着

には結び付かず，高い禁煙成功率は望めないことを報

告している。
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このような喫煙行動は，ヘルス・ビリーフ・モデ

ル31)で考えることができる。ヘルス・ビリーフ・モ

デルによると，勧められた保健行動をとるためには，

特定の疾患の恐ろしさの自覚と，保健行動の利益の自

覚が保健行動の障害要因の自覚を上回ることが必要と

されている。疾病に関する知識は，この要件を満たす

ための変容因子の 1つであるが，本研究では，その効

果はみられなかった。喫煙に関する有害性の知識を有

していても，大学生にとっては，その疾患の実感がな

いことや，若いため健康には無意識であること，さら

に，ストレス解消や気分転換等，喫煙による有害性よ

りも喫煙の精神的効果の方に重点を置いていること

が，喫煙行動を起こす原因となっていると思われる。

先行研究32)では，喫煙行動への熟考期・準備期では

喫煙の利益を損失よりも高く見積もるようになり，喫

煙の害の理解がやや不足していることが報告されてい

る。

以上のことから，喫煙の有害性に関する知識が喫煙

行動へ与える影響は少なく，知識の提供方法について

検討することの必要性が示唆される。また，喫煙行動

とストレスとの関連が認められているように33)，ス

トレスがあっても喫煙行動に至らないような，ストレ

スコーピングも含めたアプローチの方法の重要性も示

唆される。

5．ニコチン依存度

本研究結果より，ニコチン依存度の低い者が多いこ

とが明らかになった。麻酔科外来受診者の成人男女

（39歳未満36名，40∼59歳64名，60歳以上65名）を対

象にした報告34)によれば，ニコチン依存度は低度の

者が31名（19.0％），中等度の者が99名（60.7％），高

度の者が33名（20.2％）であり，中高年期と比較する

と大学生は未だニコチン依存度が低いことが分かる。

社会人になってからでは，新しい環境や仕事でスト

レスも増加し，精神的効果のあるタバコをやめること

は非常に困難であると考えられるが，大学生はまだニ

コチン依存度の低い段階である者が多く，禁煙しやす

い状況であると考えられる。したがって，大学生の時

期にアプローチをすることは，禁煙行動につながりや

すく，例えば，禁煙教室や禁煙相談の実施，禁煙マラ

ソンの支援や，早期の禁煙外来の受診等が効果的であ

り，生涯に通じる健康生活の基盤としての好ましいラ

イフスタイル確立の可能性が十分期待できると考えら

れる。

6．研究の限界

本研究の結果は，研究対象者が限定されているた

め，全ての大学生の喫煙に一般化できるものではな

い。また，対象者数が少ないことから，分析データの

量・質ともに限界があり，説明力に限界がある。

結 論

男子大学生の喫煙行動に関連する要因を明らかにす

るために，157名を対象に調査票を配布し，SPSS

Statistics 17.0 により分析を行った。その結果，生活

習慣では飲酒，朝食に関して喫煙群の健康指数が有意

に低く，周囲の喫煙状況では，両親や友人，恋人の喫

煙が喫煙群に有意に高いことが明らかとなった。ま

た，人格特性では，過敏性と劣等感で喫煙群より非喫

煙群が高く，タバコの有害性に関する知識では，喫煙

群の方が有意に知識を有していることが明らかとなっ

た。喫煙者のニコチン依存度は低度の者が多いことが

明らかになった。

研究結果から，喫煙行動と生活習慣・周囲の喫煙環

境の関係性の大きさや，タバコの有害性に関する知識

の抑制効果の低さが明らかとなった。大学生の喫煙防

止への支援には，生活習慣や性格特性など，個人の背

景要因の視点を持ちながら，個人だけでなく家族や友

人といった周囲へのアプローチが重要であること，知

識の提供方法に検討の必要性があること，ニコチン依

存度の低い段階である大学生時にアプローチをするこ

とはより効果的であることが考察された。
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