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飲酒と健康に関する講演会

小沼　克年
アサヒビール（株）社会環境部部長（前ビール酒造組合アルコール部会委員）

アルコール飲料企業における適正飲酒を含めたCSR活動

　皆様、こんにちは。本日はお招きいただきまして誠にありがとうございます。ただいまご紹介にあず

かりましたアサヒビール株式会社、社会環境部の小沼と申します。

　今日の私の演題ですけれども、「アルコール飲料企業における適正飲酒を含めた CSR 活動」というこ

とでお話を進めさせていただきたいと思います。ビール酒造組合はいろいろな部会がありますが、私自

身はその一つのアルコール部会というところに 2013 年の 8 月末まで所属させていただきました。その

後は後任のほうに譲っておりますが、本日はそこまでの経験を踏まえましてお話をさせていただければ

と思います。
【WHOのアルコール規制の動向】

（スライド 2）

　アルコール関連問題に対する対策をグローバルに議論してき

ている機関は、ご承知のとおり WHO（世界保健機関）でござ

います。本部はスイスのジュネーブにありまして、世界に 6 つ

の地域事務局があります。日本は、スライドの右のほうにあり

ます、WPRO（Western Pacific Regional Office）の管轄にな

ります。

（スライド 3）

　「WHO のアルコール規制の動向」に関しての話を進めます

けれども、まず WHO のガバナンスについては、ひとつは世界

保健総会で、これは毎年 5 月に行われます。加盟国は 193 カ国

でございます。

　それから WHO の執行理事会（executive board）でござい

ますけれども、これが 1 月及び 5 月にありまして、加盟国は

34 カ国です。加盟国につきましては定期的に入れ替えがなさ

れております。

（スライド 4）

　これまでの規制の動向につきまして、ここ数年間の経緯をま

とめてみました。まずスライドのポツ 1 です。「世界保健機関

はタバコの問題が一段落したこともありまして、次の 2004 年」

は、これは「2005 年」の間違いですので訂正させていただき

ます。2005 年 5 月の世界保健総会で次のターゲットとしてア

ルコール関連問題を取り上げ、その規制について討議すること
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スライド 2

WHOのアルコール規制の動向

世界保健総会（5月）世界保健総会（ 月）

加盟193ヶ国

WHO執行理事会（1月および5月）WHO執行理事会（1月および5月）

加盟34ヶ国
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スライド 3

WHOのアルコール規制の動向

● WHO（世界保健機関）は、タバコの問題が一段落したこともあり、2004年5月
の世界保健総会で、次のターゲットとしてアルコール関連問題を取り上げ、そ
規制に て検討することを採択の規制について検討することを採択。

● 2008年5月の第61回世界保健総会の決議に基づき、関連ステークホルダー
（加盟国はじめ公衆衛生関係者 アルコール関連問題に関心を寄せる（加盟国はじめ公衆衛生関係者、アルコール関連問題に関心を寄せる
NGO/NPO、アルコール事業者など）との一連の対話・議論 を踏まえて、2010
年の総会でグローバルなアルコール戦略をまとめることになった。

● 2010年5月の第63回世界保健総会において、

「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」ア の有害な使用を低減するための世界戦略」
“�����������������������������������������������”

が採択された。

● 2013年の世界保健総会に、WHO事務局は世界戦略の実施状況を報告する
こととなった。
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を採択いたしました。

　そして 2008 年 5 月に開催された第 61 回世界保健総会におきまして関連ステークホルダー、この「ス

テークホルダー」の中身は加盟国・公衆衛生の関係者・アルコール関連問題に関心を寄せる NGO や

NPO・我々の所属するアルコール事業者などでございます。そうしたステークホルダーとの一連の対話・

議論を踏まえて 2010 年の総会でグローバルなアルコール戦略をまとめるということになりました。

　その結果、2010 年 5 月の第 63 回総会におきまして「アルコールの有害な使用を低減するための世界

戦略（Strategies to reduce the harmful use of alcohol）」が採択されました。皆様ご案内のとおりでご

ざいます。

　2013 年の世界保健総会におきまして事務局は世界戦略の実施状況を報告するということになりまし

て、実際若干の報告がなされました。

　私自身、この 2008 年、2010 年、2013 年の総会、過去 3 回全てジュネーブで傍聴もしてまいりました

けれども、2010 年の総会のときの決議については、これまでずっとアルコール問題の議論はかなり紆

余曲折がありましてなかなかまとまらなかったのですけれども、この 2010 年の総会で一定の戦略の採

択を見たということで、会場からは満場の拍手喝采が起きたというのが記憶に新しいです。

（スライド 5）

　この「世界戦略のポイント」でございますけれども、まず第

一に申し上げたいのが、アルコールそのものではなくて「アル

コールの有害な使用の低減」に焦点を当てているということで

あります。それから勧告は拘束力を持たないもので、統一的政

策ではなく選択メニューを提示するというかたちになっており

ます。

　また、各国・各地域の発展段階や文化的段階を考慮するとい

うことも謳われておりますし、私どもの業界としまして重要な

こととして、政策決定のプロセスにおいては酒類業界もステー

クホルダーの一つとして見られております。そして繰り返しに

なりますけれども、2013 年の世界保健総会において進捗状況

を報告するというかたちでまとめられております。

（スライド 6）

　このスライドについては、最初の野田先生のお話とも重複し

ますので多くの部分は割愛します。私ども業界の立場からはこ

の 10 のターゲットの領域ですけれども、特に問題なのは、こ

の 5 番目の「アルコールの入手可能性（availability）」、6 番目

の「アルコール飲料のマーケティング」、そして 7 番目の「価

格設定方針」です。この 3 つは業界としてどう取り組んでいく

かといったことが課題となっております。

10の領域
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スライド 6

WHOアルコール世界戦略のポイント

• アルコールそのものではなく、アルコールの有害な
使用の低減に焦点使 低減 焦

• 勧告は拘束力をもたない。統一的政策ではなく、選
択メニューを提示択メ を提示

• 各国・各地域の発展段階や文化的背景を考慮

• 政策決定プロセスで酒類業界はステークホルダーの• 政策決定プロセスで酒類業界はステークホルダーの
ひとつとして見られている

2013年の世界保健総会に進捗状況を報告• 2013年の世界保健総会に進捗状況を報告
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【酒類業界のグローバルな対応】

（スライド 7）

　この 2010 年の世界戦略を踏まえまして、ではグローバルに

はどのような対応、CSR 活動をどうしていくかということに

なります。企業の社会的責任をどうグローバルに果たしていく

かということで、このスライドの下のほうに加盟しているスポ

ンサーとしての企業、団体があります。

　この「Global Actions」というものをこれらの企業と、日本

におきましてはビール酒造組合と日本洋酒酒造組合が加盟して

立ち上げて、2010 年から 2012 年まで、特に中・低所得国に力

点を置きまして活動を展開してまいりました。

（スライド 8）　

　この「Global Actions」は 3 つの柱からなっております。

（スライド 9）

　1 つ目は「Self-Regulation（自主規制）」です。こういったも

のは日本はじめ先進国といわれる国においてはそれなりに存在

しておりまして運用もされておりますけれども、中・低所得国、

発展途上国、後進国におきましては、そもそもこういったもの

がないという国も多くございます。そうしたところにベストプ

ラクティスを普及させていこうという活動が 1 点目です。

（スライド 10）

　次に「Drink Driving（飲酒運転）」です。世界中で毎年 100

万人ぐらいが運転事故で亡くなっていますけれども、飲酒運転

が主要な原因であるということです。

（スライド 11）

「Noncommercial Alcohol（非商業アルコール）」これにつきま

しては、日本においてはあまりピンとこない問題ですが、グロー

バルには、たとえば先月の 10 月にも報道されていましたけれ

ども、インドで 30 ～ 40 名の方が劣悪なお酒を飲んで死んだと

いった記事も出ております。

　この 2010 ～ 2012 年までの 3 カ年の活動の総括ですけれど

も、実際どの程度の成果があったかということは実は測定がな

かなかできません。各対象国で当然我々が行っている活動以外

でもいろいろ政府その他が行っているものも多々ありますし、

どのようなかたちで成果が出ているかといったことについて

の Global Actions の寄与度というものがよく分からないという

のが正直なところです。評価レポートにつきましては「Global 

酒類事業者のグローバルな対応

酒類事業者の社会的責任として、WHOのアルコール世界戦略に対
してどのような取り組みを進めていくのかについて、グローバルな酒してどのような取り組みを進めていくのかについて、グ ルな酒
類メーカー間で度重なる議論が行われ、Global Actions on harmful 
drinking（「有害な飲酒に関する世界行動」）の推進が決定された。

Global Actionsは、アルコールの有害な使用を低減することに貢献
する諸計画のコンソーシアム。これは主要な国際的な酒類メーカー
がコミットしており、2010～2012年に、特に中・低所得国に力点を
置いて活動を展開。

Global Actionsのスポンサーは次の企業・団体。

ABInBev, Bacardi, Beam Global Spirits and Wine, Brown-Forman Corporation, 
Constellation, Diageo, Heineken, Molson Coors Brewing Company, Pernod 
Ricard, SABMiller, UB Group, Brewers Association of Japan（ビール酒造組合）, 
Japan Spirits & Liqueurs Makers Association（日本洋酒酒造組合）

7

Japan Spirits & Liqueurs Makers Association（日本洋酒酒造組合）

スライド 7

酒類事業者のグローバルな対応

Global Actionsは３つの柱から成る。

��� ��l�-����lation （����）��� ��l� ����lation （����）

��� ��in� ��i�in� （�酒��）

��� �onco����cial Alco�ol （��業�ル�ール）
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スライド 8

酒類事業者のグローバルな対応

�1� �el��Regulation （自主規制）

飲料 グ 責任 剰アルコール飲料のマーケティングは責任あるものであるべきで、過剰
もしくは無責任な飲酒を、特に若者の間に勧めてはならないし、未
成年者に過度にアピールしてもならない スポンサー企業は 10ヶ成年者に過度にアピールしてもならない。スポンサー企業は、10ヶ
国以上において責任あるマーケティングのための自主規制システム
の確立、強化を図る地域社会、組織、政府機関とともに取り組んでの確立、強化を図る地域社会、組織、政府機関とともに取り組んで
いる。そこではわれわれが培ってきたベスト・プラクティスが反映され
ている。

（対象国）

Argentine Brazil CARICOM countries China India MexicoArgentine, Brazil, CARICOM countries, China, India, Mexico, 
Nigeria, Philippines, Rwanda, Ukraine, Vietnam
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スライド 9

酒類事業者のグローバルな対応

��� �rin� �ri�ing （飲酒運転）

的に 毎年 人 道路交通事故 亡者が 他世界的には、毎年100万人以上の道路交通事故死亡者があり、他
に何100万人もの負傷者がある。飲酒運転による衝突の見積もり
件数は国によって異なるものの ひとつ明らかなのは 飲酒運転が件数は国によって異なるものの、ひとつ明らかなのは、飲酒運転が
事故の主要な原因であるということである。われわれは、政府機関、
酒類業界、地域社会のステークホルダーとともに飲酒運転防止の酒類業界、地域社会のステ クホルダ とともに飲酒運転防止の
取り組みを推進している。

（対象国）（対象国）

China, Colombia, Mexico, Nigeria, Russia, Vietnam
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Actions」という WEB サイトがありますので、そちらのほう

に中間報告と最終報告のレポートが載っております。
【NCD対策】

（スライド 12）

　続きまして NCD です。これにつきましても野田先生のほう

からご紹介がありましたけれども、2013 年 5 月に世界保健総

会でアルコールに関してこの NCD が大きく取り上げられまし

た。

　どのようなものが採択されたかというと「非伝染性疾患の

予防と抑制のための行動計画 2013 － 2020」というものです。

NCD とは「Non-Communicable Diseases」の頭文字でありま

して非伝染性疾患ですけれども、覚えていただきたい数字とし

てはまず 4 × 4（four by four）で、4 大疾患と 4 大リスクです。

　4 大疾患というのは、がん（cancer）・糖尿病（diabetes）・

循 環 器 系 疾 患（cardiovascular diseases）・ 呼 吸 器 系 疾 患

（respiratory disease）の 4 つです。

　リスクファクターとしてはタバコの喫煙・アルコールの有害

な使用・不健康な食事（unhealthy diet）・運動不足（physical 

inactivity）、この 4 つのファクターがあるといわれています。

　25 × 25、（twenty-five by twenty-five）、これは 2025 年まで

に NCD の 4 大疾患による成人の全死亡者を 25％低減していく

ということで、9 つの目標が設定されたということであります。

（スライド 13）

　アルコールに関してここでどのような目標が出たかという

と、アルコールそのものではなくて、あくまでアルコールの有

害な使用を少なくとも 10％減らしていくのだといった目標が

掲げられております。

　次の 3 つの指標、これは国によっていろいろ事情が違います

ので、どのように選択をするかは任意でありますけれども「一

時的な大量飲酒の削減」「一人当たりの純アルコール消費量の

削減」「アルコール関連疾病の死亡率・罹患率の低減」といっ

たことであります。

　結論としてはほぼ原案どおり決議されました。一部言葉の修

正などはありましたけれども、ほぼ原案どおり決議されました。

　1 つ注意しなければいけないというのは、これは業界の立場

から申し上げますと、モンゴルがタバコの枠組み条約、タバコ

の「Framework Convention」といったようなものをアルコー

酒類事業者のグローバルな対応

��� �onco��ercial �lcohol（非商業アルコール）

「 商業 自家消費 く 売「非商業アルコール」という用語は、自家消費もしくは地元売買のた
めに製造された伝統的な酒、正式に登録されていない模造品、そし
て代用物（薬の混合物 化粧品製造 その他の物質などに由来）をて代用物（薬の混合物、化粧品製造、その他の物質などに由来）を
いう。

これらは規制された状況以外で製造 流通しているため こうしたこれらは規制された状況以外で製造、流通しているため、こうした
酒は課税、正式な品質確認を逃れ、公衆衛生上の危険を引き起こ
している。している。

（対象国）

Belarus, Botswana, Brazil, China, Estonia, India, Kenya, Mexico, 
Russia, Sri Lanka
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スライド 11

2013年5月の世界保健総会におけるアルコール業界に関連す

NCD対策

2013年5月の世界保健総会におけるアルコ ル業界に関連す
る主要議題

「非伝染性疾患の予防と抑制のための行動計画2013-2020」
“ACTION PLAN FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF 

NONCOMMUNICABLE DISEASES 2013 2020”NONCOMMUNICABLE DISEASES 2013-2020”

ＮＣＤ：Non-Communicable Diseases（非伝染性疾患）ＮＣＤ：Non Communicable Diseases（非伝染性疾患）

■ 4×4： 4大疾患と4大リスク要因
4大疾患：ガン、糖尿病、循環器系疾患、呼吸器系疾患
4大リスク要因：喫煙、アルコールの有害な使用、

不健康な食事 運動不足不健康な食事、運動不足
■ 25×25：

全体目標として、2025年までにNCD（非伝染性疾患）の

12

全体目標として、2025年までにNCD（非伝染性疾患）の
４大疾患による成人の全死亡者の25%の相対的低減を
含む９つの目標を設定。

スライド 12

NCD対策

アルコールについては、アルコールの有害な使用の少なくとも
10%の相対的低減を目標とし、次の３つの指標を各国事情に応
じて選択じて選択。

① 一時的大量飲酒の削減① 時的大量飲酒の削減
② 一人あたりの純アルコール消費量の削減
③ アルコール関連疾病の死亡率・罹患率の低減

総会での結論：
● ほぼ原案どおり決議● ほぼ原案どおり決議。
● モンゴルがタバコ枠組条約のようなアルコール枠組条約の次

回世界保健総会での検討を提唱したが合意得られず却下。回世界保健総会での検討を提唱したが合意得られず却下。
● ＮＣＤ対策の実行に向けて今後Global Coordination

Mechanismを確立。本年11月に各国政府が参加する公式会
議 催 前に （ 業 ） 含

13
議を開催。その前にPrivate Sector（民間・業界）を含むマル
チ・ステークホルダーとの協議会も実施。

スライド 13

アルコール世界戦略 進捗報告

2013年5月の世界保健総会での、アルコール世界戦略の進捗
報告報告

原案どおり承認。原案 承

内容は、世界戦略に基づき過去３年間でＷＨＯ事務局が行った
推進体制づくり 会議 調査等に関する報告が中心であり 各推進体制づくり、会議、調査等に関する報告が中心であり、各
国の取り組みや業界の取り組みについては触れられていない。
（Ａ４で２ページ程度）（Ａ４で２ペ ジ程度）
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ルにも適用すべきではないか、それを次回の世界保健総会で取

り上げてほしいという提案をしましたが、これは合意が得られ

ず却下ということになりました。

（スライド 14）

　2010 年の世界戦略の進捗報告も 2013 年 5 月の総会で扱われ

ましたが、もっと立派なものが出ると期待しておりましたけれ

ども、A4 にしますとほぼ 2 ページ程度のものでした。内容は

世界戦略に基づく過去 3 年間で事務局が行った推進体制づくり

や、もしくは会議や調査に関する報告といったものが中心で、

各国の取り組みや業界の取り組みについては触れられていな

かったといった結果であります。
【グローバル酒類メーカーのコミットメント】

（スライド 15）

　では、こういった状況変化を踏まえて我々酒類業界としては

どういうふうな対応をしていくのかということで「グローバル

酒類メーカーのコミットメント」について説明いたします。冒

頭の玉木さんからのご紹介にもありましたけれども「アルコー

ルの有害な使用の低減：ビール、ワイン、スピリッツ生産者の

誓約」といったものを、2012 年 10 月にワシントンで開かれた

ICAP が主催する業界としてのフォーラムで決定し、2013 年か

ら数年間の間、以下 5 点の内容について取り組んでいこうと

いったことを誓約したわけであります。

　1 つ目は「未成年者飲酒の低減」、2 点目が「マーケティング

自主基準の強化、拡大」、3 点目が「消費者への情報提供と責

任ある製品開発」、4 点目が「飲酒運転の低減」、5 点目として「有

害な飲酒低減に向けた小売業界の協力獲得」といったことです。

　先ほど紹介しました2010年から3カ年のグローバルアクショ

ンズとどう違うかということですけれども、特にこの 5 番目の

「小売業界の協力」が必須だといった認識を示しています。

　メーカーサイドだけではとてもこの問題、アルコールの有害

な使用低減についての取り組みは不十分です。やはりどのよう

なところで、どのように売られているかというのは小売業界と

の協力がなければ問題は防げません。こういった認識を初めて

示したのが特徴であろうと考えております。

（スライド 16）

　このグローバル・コミットメントにつきまして誓約に参

加しているのは、ここに掲げたようなメーカーであります。

グローバル酒類メーカーのコミットメント

宣言参加メンバー： 11社2組合
ABInBev, Bacardi, Beam Global Spirits and Wine, Brown-Forman, 

       
Company, Pernod Ricard, SABMiller, UB Group, Brewers Association of 
Japan（ビール酒造組合）, Japan Spirits & Liqueurs Makers Association（日
本洋酒酒造組合）本洋酒酒造組合）

【序文】
ビ ル ワイン スピリッツの世界的生産者は アルコ ルの有害な使用は公ビール、ワイン、スピリッツの世界的生産者は、アルコールの有害な使用は公
衆衛生に重大な影響を与え、非感染性疾患のリスク要因であることを認識し
ています。私たちはアルコールを乱用する人と、そのような行為が、その人自
身と家族、および社会に与える悪影響を憂慮しています。よって私たちは、
WHO の「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」を支持し、個
人、家族、コミュニティにとって、健康を増進しよりよい社会的結果を生み出す
というビジョンの実現に向けて真摯に努力いたします。さらに私たちは、加盟
国によって明らかにされた、ビール、ワイン、スピリッツの生産者、流通業者、
マーケティング業者、販売業者が、この重要な問題について世界的な行動を

16

マ ケティング業者、販売業者が、この重要な問題について世界的な行動を
推進していく上で担うべき、重要かつ積極的な役割を真剣に受
け止めています。

Corporation, Carlsberg, Diageo, Heineken, Molson Coors Brewing

スライド 16

グローバル酒類メーカーのコミットメント

１．未成年者飲酒の低減

・ 私たちは 私たち自身の取り組みだけでは十分でないことを認識し 私た・ 私たちは、私たち自身の取り組みだけでは十分でないことを認識し、私た
ちが商業活動をし、購入や消費の最低年齢が定められているすべての国で、
未成年者の購入と消費に関する政府の規制の施行を積極的に求めていく
ことを誓約いたします このような制限のない国では 私たちは（私たち独ことを誓約いたします。 このような制限のない国では、私たちは（私たち独
自で、あるいはこの目標を共有する他者と共に）、最低購入年齢を導入し、
それを施行するように政府に申し入れてまいります。

・ 私たちは、非政府組織（NGO）、政府間組織（IGO）を含めた他の当事者
との協力を強化し、若者自身、あるいは若者の行動に強い影響を与えると
いわれている人のいずれかに向けた、未成年者の購入と消費を防止し低減
するための教育資材とプログラムを開発、推進し、普及させることを誓約い
たします。 これには親、学校、地域のグループ、およびソーシャルメディアでたします。 これには親、学校、地域のグル プ、およびソ シャル ディアで
の使用のための、教材開発の有効な事例について、専門家に
相談することも含まれています。
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スライド 17

グローバル酒類メーカーのコミットメント

「アルコ ルの有害な使用の低減「アルコールの有害な使用の低減：
ビール、ワイン、スピリッツ生産者の誓約」

“REDUCING HARMFUL USE OF ALCOHOL:REDUCING HARMFUL USE OF ALCOHOL: 
BEER, WINE AND SPIRITS PRODUCERS’ COMMITMENTS”

������

�� ���者�酒の低減��  ���者�酒の低減

��  �ー���ング����の��、��

��者 ���� �� 製 ����  ��者�の����と����製品��

��  �酒��の低減

�� 有害な�酒低減��������の����
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スライド 15

グローバル酒類メーカーのコミットメント

２．マーケティング自主実施基準の強化、拡大

私たちは 製品を広告している印刷 電子 放送 デジタルメデ アの視・ 私たちは、製品を広告している印刷、電子、放送、デジタルメディアの視
聴者の70%以上が成人となるように、今後12 か月以内に（合理的に入手
可能なデータを使って）独自に検証可能な対策を取ることを誓約いたします。

・ 私たちは、2013 年中に、デジタルメディアによるアルコール飲料のマー
ケティングのための世界指針を作成することを誓約いたします。これは、い成
かなるオンライン・マーケティングについても、私たちの伝統的なマーケティン
グ活動に適用されるのと同じ、高い基準を満たすことを義務付けるものです。
私たちが消費者と直接やりとりするデジタル「ソーシャルメディア・サイト」に私たちが消費者と直接やりとりするデジタル ソ シャルメディア サイト」に
ついても、可能な範囲で未成年者のアクセスを制限する管理体制を整え、
消費者の年齢確認の仕組みを運用することを誓約いたします。この目的を
達成するため 私たちは関連のあるソーシャルメディア・プロバイダーの協力達成するため、私たちは関連のあるソーシャルメディア・プロバイダーの協力
を要請いたします。
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スライド 18



－ 30 －

飲酒と健康に関する講演会

－ 31 －

AB InBev・Bacardi・Brown-Forman・Carlsberg・Diageo・

Heineken・Molson Coors 等々です。

　日本におきましてはビール酒造組合、洋酒酒造組合が誓約に

参加しております。これにつきましてご興味のある方は、ビー

ル酒造組合のホームページの中の発表記事といったコーナーで

ニュースリリースのかたちで和訳が出ていますので、ぜひご覧

いただければと思います。

　ただし、誓約自体は極めて抽象的な内容でありまして、具体

化につきましてはここに誓約をしている関係メンバーで現在協

議を進め、詰めているところであります。

（スライド 17 ～ 22）

　これから続くスライドは 5 つの取り組みの詳細について書い

てありまして、お手元の資料をご覧になればと思いますので割

愛させていただきます。以上が、まずはグローバルな取り組み

といったことでご説明申し上げました。

（スライド 23）

　では国内では CSR 活動としてどのような取り組みをしてい

るかご紹介します。いろいろありますけれども、大きく 2 つご

ざいます。1 点目は「酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に

関する自主基準の運用」ということです。

　それから「組合での取り組み」でございますけれども、「STOP!

未成年者飲酒」プロジェクトといったものを 2005 年から毎年

継続的に実施をしておりまして、このスライドに出ています画

像は弊社の「スーパードライ」のテレビコマーシャルの 1 カッ

トです。具体的には「STOP! 未成年者飲酒」の手のひらマー

クを必ず表示するといったことが決められております。

　その「STOP! 未成年者飲酒」のプロジェクトと並行しまして、

もう既に前から始まっております平成 14 年からの「未成年者

飲酒防止ポスター・スローガン・学校賞募集キャンペーン」と

いったものもずっと継続してやっております。

（スライド 24）

　この業界の自主基準は、まさに CSR ということができると

思います。CSR というのはいろいろ定義がございますが、一

言で言うと社会からの期待、要請にどう自主的に応えていくか

といったことだろうと思います。それはネガティブな影響をい

かに減らし、ポジティブなものをいかに伸ばしていくかといっ

たことです。

グローバル酒類メーカーのコミットメント

・ 今後５年以内に、自主基準の規定を遵守させるプロセスに、業界以外の
参画がない国においては、参画を進め、下された決定に従うような仕組みを
策定することを約束いたします。策定することを約束いたします。

・ 私たちは、実施可能かつ合法である場合、製品の責任あるマーケティング
および販売の自主基準を遵守することを求める適切な契約上の文言を 広および販売の自主基準を遵守することを求める適切な契約上の文言を、広
告代理店との契約に盛り込むことを誓約いたします。
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スライド 19

グローバル酒類メーカーのコミットメント

３．消費者への情報提供と責任ある製品開発

・ 私たちは、カフェイン、ガラナ、タウリンなどの刺激添加物を過剰に含んだいかなる
酒類も生産せず、活性作用または刺激作用をもたらすいかなる酒類も売り込まない
こと、あるいはそのような作用を起こすいかなる酒類の組み合わせも販売促進しな

とを誓約 たしますいことを誓約いたします。

・ 私たちは2 年以内に、①飲酒運転、②未成年者飲酒、③妊娠中の飲酒を防止す
るような 業界共通の分かりやすいシンボル またはそれに相当する文言を作成しるような、業界共通の分かりやすいシンボル、またはそれに相当する文言を作成し、
世界中で適用することを誓約いたします（ただし、同様の情報がすでに法的に義務
付けられ、あるいは禁止されているか、あるいは自主基準によって定められている場
合は例外とします） また5 年以内に これらのシンボルもしくは文言が 個々にあ合は例外とします）。 また5 年以内に、これらのシンボルもしくは文言が、個々にあ
るいは組合わせによって製品の包装に表示するようにします。私たちはまた、すでに
運営中のウェブサイトを補完するものとして、製品のアルコール度や、過剰飲酒が健
康に及ぼす影響についての注意喚起などの追加情報を掲載する専用のウェブサイト康に及ぼす影響についての注意喚起などの追加情報を掲載する専用のウェブサイト
を創設し、そのウェブサイトへのアクセス方法の詳細を製品の容器に表示します。 私
たちは、このウェブサイトのコンテンツを作成するため、公衆衛生専門家からの寄稿
や意見を募集いたします。
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や意見を募集いたします。

スライド 20

グローバル酒類メーカーのコミットメント

４．飲酒運転の低減

・ 2014 年末に、私たちはこれらの試験プログラムの評価を行い、どのプロ
グラムが成功で、現地で持続可能かを決定することを誓約いたします。
また私たちは今後5 年の間に、成功が証明されたプログラムを、6大陸をすまた私たちは今後 年の間 、成功が証明された グラ を、 大陸をす
べて網羅するように、しかし主に途上国に焦点を当て、少なくともあと6か国
で同様に実施いたします。
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スライド 21

グローバル酒類メーカーのコミットメント

５．有害な飲酒の低減に向けた小売業界の協力獲得

・ 私たちは、取引関係にある主要な国際的な小売業者に、私たちと共に、
責任ある小売イニシアチブを開始するよう呼びかけることを誓約いたします。
このイニシアチブの第一目的は、「責任ある酒類小売の指導指針」を作成の シアチ の第 目的は、 責任ある酒類小売の指導指針」を作成
することであり、この指針は、責任ある酒類の小売についてのベストプラク
ティスのガイドラインを明らかにし、リストアップすることに重点を置いていま
す（無責任なプロモーションの法的に許容される範囲での防止、小売店舗す（無責任なプロモ ションの法的に許容される範囲での防止、小売店舗
での責任ある店頭マーケティングおよび販売促進、私たちの製品の責任あ
る販売を適切な小売業者に請け負わせること、その他アルコール関連の害
を減らすための対策） またこのイニシアチブは 各国での責任ある小売イを減らすための対策）。 またこのイニシアチブは、各国での責任ある小売イ
ニシアチブを開始し、年齢証明提示の義務付けなどによって未成年者の飲
酒防止対策に関する指導指針を実施し、またすでに酩酊している飲酒者を
どのように見分け 販売を防止し 対応するかについての小売スタッフの研どのように見分け、販売を防止し、対応するかについての小売スタッフの研
修に関する指導指針を実施するよう促すものです。
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スライド 22



－ 30 － － 31 －

飲酒と健康に関する講演会

　この自主基準というのはあくまで業界が定めたものですの

で、法律ではありません。だからこそ自主的にやるものという

ことで CSR の一環になるわけでございますけれども、「飲酒に

関する連絡協議会」、ここに掲げたような酒類業中央団体連絡

協議会、略して「酒中連」と我々は申しておりますけれども、

この 8 つの団体で適宜この自主基準の改定、運用の強化といっ

たことを進めております。

　この自主基準につきましても公開しております。ビール酒造

組合のホームページにはこの自主基準について和文、英文両方

とも公開しております。

（スライド 25 ～ 26）

　特に未成年者飲酒の問題というのは我が国ではかねてより重

視しているところでございます。自主基準ではいろいろな留意

点があります。

　例えば「未成年者の飲酒を推奨、連想、誘引するような表現

は行わない」、「未成年者を対象としたテレビ番組などにはス

ポット広告は行わない」、それから当然とは思いますけれども

「未成年者を広告のモデルに使用してはいけない」といったよ

うなことを決めております。

（スライド 27）

　未成年者の飲酒の問題の他にはアルコールと健康問題、こう

いった問題に対する基準も設けております。「過度な飲酒につ

ながるような表現」はしてはいけない、「イッキ飲み等飲酒の

無理強いにつながるような表現」はしてはいけない、「飲酒へ

の依存を誘発する表現」「妊娠中や授乳期の飲酒を誘発する表

現」はしてはいけない、このようなことを取り決めております。

具体的な運用は各社に任されておりますけれども、長年この辺

を運用している中である程度の歩調は合って運用できているか

というふうに考えております。

（スライド 28）

　「STOP! 未成年者飲酒」のプロジェクトを 2005 年から始め

ているということを申し上げました。このスライドは 2013 年

の春のメッセージです。こういったポスターを駅の構内や電車

の中に張り出して、年に 2 回程度時期を決めてやっています。

　メッセージとして時々見直しもしますけれども、直近でやっ

ておりますのは「脳が NO! カラダが NO! STOP! 未成年者飲酒」

「社会が NO! ルールだから NO! STOP! 未成年者飲酒」、こういっ

日本国内の業界の取り組み

■酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する
自主基準の運用

■ 組合での取り組み

「STOP! 未成年者飲酒」プロジェクトは、ビール会社５社（アサヒビール株式会STOP! 未成年者飲酒」プロジ クトは、ビ ル会社５社（アサヒビ ル株式会
社、キリンビール株式会社、サッポロビール株式会社、サントリー酒類株式会社、
オリオンビール株式会社）からなるビール酒造組合が中心となり、未成年者の
飲酒を防止することを目的とし 2005年から飲酒を防止することを目的とし、2005年から
開始した活動である。

アルコール飲料のテレビCF、広告には、必ず
「STOP! 未成年者飲酒」マークを表示すること
を義務付けることをはじめ、啓発活動を実施。

また、平成１４年より「未成年者飲酒防止ポスター・スローガン・学校賞募集
キャンペーン」を実施している 中学生・高校生自らが本キャンペーンに参加す
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キャンペーン」を実施している。中学生・高校生自らが本キャンペーンに参加す
ることで未成年者自身が飲酒防止に対する関心を高めるとともに、未成年者
飲酒が及ぼす健康への弊害等の理解促進の一助となることを目的としている。

スライド 23

酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準

酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準

● 昭和６３年１２月９日制定

● 「飲酒に関する連絡協議会」

メンバ 構成 酒類業中央団体連絡協議会の８団体メンバー構成：酒類業中央団体連絡協議会の８団体

・日本酒造組合中央会

・日本蒸留酒酒造組合

・ビール酒造組合

・日本洋酒酒造組合

・全国卸売酒販組合中央会

・全国小売酒販組合中央会

・日本ワイナリー協会
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・日本洋酒輸入協会

スライド 24

酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準

■ 未成年者の飲酒防止に関する、広告・宣伝の際
の留意事項

① 未成年者の飲酒を推奨、連想、誘引する表現は行わない。
② 未成年者を対象としたテレビ番組、ラジオ番組、新聞、雑誌、② 未成年者を対象としたテレ 番組、ラジオ番組、新聞、雑誌、

インターネット、チラシには広告は行わない。
③ 未成年者を対象としたテレビ番組、ラジオ番組の直前直後には

スポット広告は極力行わない。スポット広告は極力行わない。
④ 未成年者を広告のモデルに使用しない。
⑤ 主として未成年者にアピールするキャラクター、タレントを広告の

モデルに使用しないモデルに使用しない。
⑥ 主として未成年者が使用する衣類、玩具、ゲーム等に酒類の商品

ロゴ、商標を使用しない。
⑦ 酒類を清涼飲料と誤認させる表現は行わない⑦ 酒類を清涼飲料と誤認させる表現は行わない。
⑧ 未成年者を対象としたキャンペーンは行わない。
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スライド 25

酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準

■ 未成年者の飲酒防止に関する、広告・宣伝の際
の留意事項

⑨ 公共交通機関には、次の広告は行わない。
(1) 車体広告( ) 車体広告
(2) 車内独占広告
(3) 自動改札ステッカー広告
(4) 階段へのステッカー広告 (駅改札内を対象)(4) 階段へのステッカ 広告 (駅改札内を対象) 
(5) 柱巻き広告 (駅改札内を対象) 

⑩ 小学校、中学校、高等学校の周辺100ｍ以内に、屋外の張替式
大型商品広告板は設置しない大型商品広告板は設置しない。
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スライド 26
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たキャッチコピーを必要な都度見直しながら展開をしていま

す。

（スライド 29）

　これは具体的なビジュアルの展開事例です。電車の社内広告

や昨今普及し始めておりますトレインチャンネル、そういった

ものの活用や屋内の大型ビジョン、こういったところに掲出を

しております。

（スライド 30）

　これにつきましてどのような効果があるのかということで

す。実は結構な金額を投入してやっていますので、やりっぱな

しではなく、その効果検証というのはとても大事です。2005

年から始めておりますけれども、毎回キャンペーンを実施する

都度その後に未成年者、成人の双方に認知度等の調査をします。

　例えば「手のひらマークを知っていますか」「どんな内容の

メッセージか分かりますか？」、そのような評価を毎回やって

おります。ここに出ている棒グラフは、この認知度を示してお

ります。直近では、未成年者はもう 99.5％ぐらいまで「見たこ

とがある」ということを答えております。

（スライド 31）

　未成年者飲酒防止の活動では、「ポスター・スローガン・学

校賞募集キャンペーン」というものも毎年やっています。

（スライド 32）

　これは第 11 回、直近の受賞作品です。中学生の部のポスター

とスローガンです。それから高校生の部のポスターとスローガ

ンがあります。

（スライド 33）

　この写真ですが、審査委員長にタレントの東ちづるさんを起

用していますけれども、その受賞した中学校、高校での東さん

の講演会の模様の画像であります。

（スライド 34）

　これは 1 つエポックメーキングかなと私たちは思っています

けれども、業界統一の啓発雑誌というものを 2012 年に作りま

した。『適正飲酒のススメ』という冊子で、これは希望者に無

償で配付しております。ビール酒造組合のホームページから入

手できます。

　2012 年の年末に統一されるまではビール加盟者 5 社は各社

独自の啓発冊子を作り、それを配付していました。どこの会社

酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準

■アルコールと健康問題等に関する、広告・宣伝の際使用
しない表現しない表現

① 過度の飲酒につながる表現
② 「イッキ飲み」等飲酒の無理強いにつながる表現② 「イッキ飲み」等飲酒の無理強いにつながる表現
③ 飲酒への依存を誘発する表現
④ 妊娠中や授乳期の飲酒を誘発する表現
⑤ スポ ツ時や入浴時の飲酒を推奨誘発する表現⑤ スポーツ時や入浴時の飲酒を推奨誘発する表現

(｢時｣とは、スポーツは直前・最中・直後、入浴は直前・最中をいう。) 
⑥ 重大事故につながりやすい作業時の飲酒を誘発する表現
⑦ 危険な場所など不適切な状況での飲酒を誘発する表現
⑧ 飲酒運転につながる表現
⑨ 製造物責任法 (PL法) の精神に則り、安全性を損なうおそれのある⑨ 製造物責任法 ( 法) の精神 則り、安全性を損なうおそれのある

表現
⑩ リサイクルを始めとする環境保全に反する表現
⑪ 動物愛護の精神に反する表現
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⑪ 動物愛護の精神に反する表現

スライド 27

未成年者飲酒防止への取り組み

◆「ＳＴＯＰ！未成年者飲酒」プロジェクト

＜メッセージコピー（２０１３年春） ＞
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スライド 28

未成年者飲酒防止への取り組み

「ＳＴＯＰ！ 未成年者飲酒」プロジェクト ＜駅：電車社内広告＞

大型屋外ビジョントレイン・チャンネル YAHOOバナー広告

29

スライド 29

未成年者飲酒防止への取り組み

キャンペーン認知率の推移
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スライド 30
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の冊子がいいか、というように、ある種競争していた時代があ

りました。

　ただ、記載されている内容が実はほとんど同じなわけです。

どういったものが有害な飲酒、どういった飲酒マナーがいいの

か悪いのかと、大体構成・記載内容は一緒であるということで

す。

　それはもう各社のコストがかさむということと、同じもので

あったらやはり業界統一で作ったほうが業界トータルでのコス

トも下がりますし、統一メッセージが出せるという判断から一

種の大同団結をして統一のものを作ったということです。

　これも CSR 活動ということがいえると思います。各社で

CSR 活動をやっていますけれども、組合単位でやることによっ

てそのパワーが増加する一つの事例ではないかと私は思ってい

ます。

（スライド 35）

　ついでに弊社の活動について若干ご紹介させていただきまし

て終わりにしたいと思います。

（スライド 36）

　これは弊社グループの事業概要で会計年度が 1 ～ 12 月まで

ですから、2012 年 12 月 31 日現在の状況でどのような事業領

域でやっているかということでまとめています。

　ドーナツ型の円グラフですと連結の売上において酒類事業が

58.4％で、約 6 割です。実はこの酒類事業は毎年徐々に低下し

ていまして、7 割だったものが 6 割になり、直近では 6 割を切

りました。

　とはいえ 3 分の 2 は酒類事業で成り立っているグループとし

て当然アルコールが社会に及ぼすネガティブなインパクトとポ

ジティブなインパクトが両方あるわけです。そのネガティブな

インパクトをいかに減らしていくかといった CSR 活動がとて

も重要な課題になっています。

（スライド 37）

　弊社グループの「CSR 重点取り組みテーマ」は、「活動領域」

として大きく 3 つです。それぞれの 3 つの領域の中を、また 3

つずつ細分化しまして「重点テーマ」を 9 つ設定しています。

　この①「食と健康」といったテーマの中で 1 つ目に「アルコー

ル関連問題への対応」というものを重要なものとして掲げてい

ます。

未成年者飲酒防止への取り組み

◆未成年者飲酒防止スター・スローガン・学校賞募集キャンペーン

＊最優秀作品は、日本教育新聞を通じて全国の
中学校・高等学校にポスタ として配布中学校・高等学校にポスター として配布。
後援団体が、未成年者飲酒防止活動に使用。

●学校賞部門：未成年者飲酒防止に関する学●学校賞部門：未成年者飲酒防止に関する学
校全体での取り組みについて

◇主催： ビ ル酒造組合◇主催： ビール酒造組合
◇共催： 日本洋酒酒造組合
◇後援： 内閣府、警察庁、国税庁、

文部科学省 厚生労働省文部科学省、厚生労働省、
（社）全国高等学校ＰＴＡ連合会、
（社）日本ＰＴＡ全国協議会、
全国養護教諭連絡協議会、
全国高等学校長協会、
全日本中学校長会、

31

本中 校長会、
（社）アルコール健康医学協会

◇協力： 日本教育新聞社

スライド 31

未成年者飲酒防止�の����

第１１回未成年者飲酒防止
ポスター・スローガン・学校賞募集キャンペーン

＜最優秀賞受賞作品＞＜最優秀賞受賞作品＞

中学生の部 高校生 部中学生の部 高校生の部

大飲 今
が

お
酒�

��
扉

酒
�
�
開

が
旬

酒
�
�
よ扉開

�
�
い

よ
�
�
春い 春
�
�
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スライド 32

未成年者����������

徳島新聞
2012/12/13

新潟日報

3333

新潟日報
2012/11/24

スライド 33

啓発冊子

ビール酒造組合加盟各社はお酒
の特性と効用、また誤用によるマ
イナス面をきちんと理解していただイナス面をきちんと理解していただ
くことを目的に冊子「適正飲酒の
ススメ」を作成。

健康的に楽しくお酒と付き合うた
めのポイントを簡単にわかりやすく
まとめている。まとめている。
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スライド 34
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　いろいろ取り組みはさせていただいておりますけれども、ト

ピックスとして幾つかの事例をご紹介して終わりにさせていた

だきたいと思います。

（スライド 38）

　啓発 WEB サイトでさまざまな情報を発信しております。「ほ

どよく、楽しく、いいお酒」というメッセージの下「人とお酒

のイイ関係」というページを、かねてより用意して情報提供を

しております。

（スライド 39）

　それから「未成年者飲酒予防基金」といったものを 2005 年

に立ち上げて、現在でも毎年運営しております。これは未成年

者飲酒防止に関わる社会的な活動、医学的な研究も含めて支援

をするというものです。

　毎年公募を掛けまして、公募があったところにつきまして厳

正な審査の上、上限 100 万円の基金を差し上げまして活動して

いただきます。支援件数は毎回数件から 10 件前後です。

　振り返ってみますと、この 2005 年というのは結構アルコー

ル業界はいろいろアルコール関連問題に関する CSR 活動につ

いてどんどん取り組み始めた時期で、まさに WHO の世界戦略

を決めていこうというのが 2005 年の世界保健総会で決まった

ことが背景にあったと思われます。

　組合では「STOP! 未成年者飲酒」のプロジェクトが始まっ

たり、弊社ではこのような予防基金を独自に設けたりといった

ことを、まさに 2005 年からいろいろ始めていると言うことが

できます。

（スライド 40）

　「お酒Diary」、これは節酒日記です。これをWEBサイト上で、

無償でご活用いただいています。慶應義塾大学の加藤眞三教授

の監修を得まして 2011 年に立ち上げたものです。

（スライド 41）

　4 つのコースを設けて、まず 4 つのコースを自分で選択、登

録をして 1 カ月間日記を付けるといったものです。

　基準となっておりますのは、厚労省の健康日本 21 では純ア

ルコールで大体 1 日 20 グラム程度が適量であろうといったも

のを基準とした上で、一番左から「健康第一コース」これは 1

日の摂取量が純アルコールで 10 ～ 12 グラムです。「健康こだ

わり派コース」これは 20 ～ 24 グラムです。「ほどよく楽しく

アサヒグループのCSRアサ グル プのCSR
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スライド 35

アサヒグループの事業概要（平成２４年１２月３１日現在）
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スライド 36

�動�� 重点テ マ

ＣＳＲ重点取り組みテーマ

①食と健康
アルコール関連問題への対応

「食の安全 安心 への貢献

�動�� 重点テーマ

①食と健康
- すべての人々の心身の健康 -

「食の安全・安心」への貢献

健全な食文化・酒文化の伝承

�環�
自然 恵みを明日

低炭素社会の構築への貢献

循環型社会の構築への貢献
- 自然の恵みを明日へ -

循環型社会の構築への貢献

生物多様性の保全への貢献

�人と社会
笑顔と感動をすべての人々に

人間性の尊重

安全で豊かな社会への貢献
- 笑顔と感動をすべての人々に -

持続可能な水資源への貢献
組���
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公正さ／公平／透明性法令順守 コンプライアンス 説明責任

スライド 37

啓発サイト
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スライド 38
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飲むコース」これは 30 ～ 36 グラムです。「健康を労るぎりぎ

りコース」これが 40 ～ 48 グラムです。

（スライド 42）

　一番左が中瓶で言うと半分で、一番右がビール中瓶で 2 本強

ぐらいです。そういった幅で目標を自分で設定し、日々飲んだ

量をいろいろなお酒の種類を選択することができてメニューで

クリックすると自動的に純アルコールが計算されて棒グラフが

出ます。

　これを 1 カ月続けていきまして、1 カ月終了していただいた

方には、「よくできました」「もっと頑張りましょう」などの診

断結果といいますかアドバイスが記載された計 4 種類の表彰状

のいずれかが画面に出まして印刷もできます。もしご興味があ

りましたらぜひのぞいてみてください。

　ご清聴、ありがとうございました。（拍手）

「お酒Ｄｉａｒｙ」
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スライド 41

「未成年者飲酒予防基金」

アサヒビールでは、2005年3月に「未成年者飲酒予防基金」
を創設。

この基金は、主として未成年者の飲酒予防を目的とした医学的・
社会文化的な研究や、予防のためのフォーラムやセミナーを実施社会文化的な研究 、予防 実施
する団体・個人に助成金を授与している。年間の支援件数は10
件前後、一件の助成金額上限は100万円。

毎年助成案件の公募を行い、有識者による審査委員会が厳正
に審査し、助成先を決定。
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スライド 39

「お酒Ｄｉａｒｙ」
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スライド 40

「お酒Ｄｉａｒｙ」
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スライド 42


