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ESGへの取組み深化

アサヒグループは、2016年に策定した「中期経営方

針」において「ESGへの取組み強化」を3つの重点課題

の一つに位置付け、サステナビリティ経営にかじを切りま

した。その後、環境や人権、アルコール関連問題などの

重要課題について方針や体制を整え、個別の課題への

対応についてはPDCAサイクルが構築されてきています。

しかし、サステナビリティの全体戦略が経営戦略に統合

されている状態には達しておらず、これを改善するため

に2020年からサステナビリティ推進体制を大きく見直し

ました。具体的には、アサヒグループホールディングス（株）

のCEOをトップとする「グローバルサステナビリティ委員

会」を新たに設置し、コーポレート・ガバナンス体制にサス

テナビリティ推進体制を組み込んでいます。これによって

経営とサステナビリティ推進を統合し、グループ・グローバ

ルでのサステナビリティ推進をさらに加速させていきます。

組織体 役割 構成 開催頻度

グローバル 
サステナビリティ 
委員会

• グループのサステナビリティ 
方針の策定

• サステナビリティ戦略の決定
• サステナビリティに関する 
投資判断

委員長： アサヒグループホールディングス（株）CEO

委員： アサヒグループホールディングス（株）
 サステナビリティ担当役員・関係部署部門長
 Regional Headquarters
 CEO、サステナビリティ担当役員

年1回

サステナビリティ 
実行会議

グローバルサステナビリティ 
委員会で決定された戦略の、 
Regional Headquarters・ 
事業会社への落とし込みの 
具体化

議長： アサヒグループホールディングス（株） 
 サステナビリティ部門長
メンバー： アサヒグループホールディングス（株） 
 関係部署部門長、担当者
 Regional Headquarters 
 関係部署部門長

年2回
（半期ごと）

サステナビリティ 
タスクフォース

サステナビリティの各重要 
テーマの具体的検討及び 
推進

メンバー： テーマに関係する担当役員、 
 部門長、担当者

適宜設定

戦略立案を担う機能と、 
実行を担う機能を明確化

取締役会

経営戦略会議

サステナビリティ実行会議

サステナビリティタスクフォース

グローバルサステナビリティ委員会
委員長：アサヒグループホールディングス（株）CEO

戦略責任

実行責任

アサヒグループのサステナビリティ
経営と統合されたサステナビリティ推進基盤の強化



アサヒグループサステナビリティ基本方針

1. アサヒグループの商品やサービスは、自然の恵みを使って、期待を超えるおいしさの実現を目指しています。 
その大切な自然の恵みを後世につないでいくために、限りある自然を守ります。

2. アサヒグループは、自社の商品・サービスを通じて、人々の楽しい生活文化の創造を目指しています。 
よりよい生活文化が継承されていくために、持続可能な社会を形成します。

アサヒグループサステナビリティビジョン

私たちは、基本方針に則り、経営戦略に「環境」「人」「コミュニティ」「健康」「責任ある飲酒」を組み込み、 
事業を展開するすべての地域でよりよい未来に向けた価値を創造していきます。
この取組みを通じて国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に貢献できるよう、私たちは挑戦と 

革新を続けます。

Section 02 中期経営方針の進捗
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02 マテリアリティの刷新

「アサヒグループサステナビリティビジョン」や洗い直した課題を踏まえ、アサヒグループのマテリアリティ

を以下のように刷新しました。

01 サステナビリティ基本方針・ビジョンの策定

「Asahi Group Philosophy」の実現に向けて、サステナビリティに取り組む意義や目指す未来の姿を

明文化し、グループの共通認識としました。

サステナビリティ基本方針・ビジョンの策定とマテリアリティの刷新
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人々の健康的な生活に 
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- 食の安全・安心
- 健康価値の創造

環境
自然の恵みを守る

コミュニティ
人と人とをつなぎ、 
楽しい時間を創出する

- 人と人とのつながりの 
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サプライチェーンの 
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人
人権を尊重し、 
人の可能性を最大化する

- 人権尊重
- 人材育成
- ダイバーシティ
- 労働安全衛生

責任ある飲酒
不適切な飲酒の撲滅と 
酒類文化の発展に貢献する

- 不適切飲酒の撲滅
- 新たな飲用機会の 
創出を通じた 
社会的課題の解決 

環境

責任ある
飲酒

人

コミュニティ健康

- 気候変動
- 持続可能な原料調達
- 持続可能な容器包装 
（プラスチック問題）

- 持続可能な水資源
- 循環型社会の構築
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ESGへの取組み深化

環境

責任ある
飲酒

人

コミュニティ健康

マテリアリティに基づくKPI 

AGPの実現に向けたサステナビリティ推進の全体フレーム

アサヒグループ  

サステナビリティ 

ビジョン

P.53

P.53

顧客

社会

社員

取引先

株主

グループ社員一人ひとりがサステナビリティに 
取り組む上で目指すべき、AGPを具現化した未来の姿

グループ社員一人ひとりがサステナビリティを 
推進する上での考え方の基軸 

事業活動を通じてマテリアリティとして設定した領域の社会的課題の解決に取り組み、目指すべき未来の姿に向けた歩み

を通じて、AGPの実現に貢献していきます。

期待を超える 
おいしさ、

楽しい生活文化の 
創造

AGP

アサヒグループサステナビリティ基本方針

マテリアリティ 取組みテーマ 対象組織 KPI

環境

P.56

気候変動

グループ全体*1 リスク 2030年までにScope1、2においてCO2排出量を30%削減する（2015年比）

グループ全体*2 リスク 2030年までにScope3においてCO2排出量を30%削減する（AB・ASD：2015年比） 
（ABEG・AHA：2020年比）

グループ全体*2 リスク 2050年までにScope1、2、3においてCO2排出量をゼロとし、カーボンニュートラルを実現する
国内事業会社 リスク 高効率機器の導入等により、CO2排出量を毎年前期比1%以上削減する

ABEG リスク 2021年までに、ポーランド3工場において使用するエネルギーを100%再生可能エネルギーにする

ABEG リスク 2025年までに工場におけるCO2排出量を再生可能エネルギー導入によって50%以上削減する 
（2015年比）

ABEG リスク 2030年までに工場におけるCO2排出量を再生可能エネルギー導入によってゼロとし、 
カーボンニュートラルを実現する

AGHSEA リスク CO2排出量を毎年前期比2%削減する

持続可能な原料調達
AGS リスク RSPO認証パーム油の購入比率を、2020年に5%、2021年に25%を達成する 

（Book & Claim認証方式）
AGHSEA リスク MSPO認証のパーム油の購入比率を2021年までに30%にする

AGHSEA リスク VIVE認証の砂糖の購入比率を2021年までに30%にする

持続可能な容器包装
（プラスチック問題）

AB・ASD・ 
AHA

リスク 機 会 2025年までにプラスチック容器を100%有効利用（リユース、リサイクル、堆肥化、熱回収） 
可能な素材とする

ASD リスク 機 会 2030年までにプラスチック容器における環境配慮素材の使用率を60%にする

ABEG リスク 機 会 2030年までにプラスチック容器包装を30%削減する（2019年比）

ABEG リスク 機 会 2030年までにすべてのプラスチックにおけるリサイクル素材の含有量を平均60%にする

ABEG リスク 機 会 2030年までにすべての容器包装を100%リサイクル可能な素材にする

AHA リスク 機 会 2030年までにプラスチック容器における環境配慮素材の使用率を100%にする

AHA リスク 機 会 2025年までに全商品の容器について、リサイクル・堆肥化かリユースが可能な素材にする

事業活動
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マテリアリティ 取組みテーマ 対象組織 KPI

環境

P.56

持続可能な容器包装
（プラスチック問題）

AHA リスク 機 会 2020年までにリサイクルPETボトルの比率を70%にする

AHA リスク 機 会 2025年までに、自社で使用した量以上のプラスチックを再利用できる方法を開発する

AGHSEA リスク 機 会 製品1ℓ当たりに使用するプラスチック量を毎年5%ずつ削減する

AGHSEA リスク 機 会 2025年までにPETボトルにリサイクル素材を30%使用する

AGHSEA リスク 機 会 2021年までに製品を梱包する段ボールを100%FSC認証とする

AGHSEA リスク 機 会 2025年までに商品の容器包装を100%リサイクル可能な素材にする

持続可能な水資源

グループ全体*3 リスク 2030年までに水使用量の適正化やリサイクルシステムの拡大などにより、水使用量の原単位を 
3.2m3/kl以下とする

グループ全体 リスク グループ内の製造拠点における水リスク調査を定期的（5年に1回）実施する

AB リスク 機 会 2025年までに「アサヒの森」を活用した国内ビール工場のウォーターニュートラルを実現する

AGHSEA リスク 水使用量を毎年1%以上ずつ削減する

循環型社会の構築
国内事業会社 リスク 機 会 副産物、廃棄物再資源化比率100%の継続

AGHSEA リスク 機 会 2020年までに廃棄物の再資源化80%を達成する

人

P.62

人権の尊重 HD リスク 2020年にサプライヤーにおける人権デューデリジェンスプロセスを開始する

人材育成 HD 機 会

以下の研修の受講人数目標を達成する
• 国内経営者養成プログラム「LEAD」：75人
• グローカル経営者育成プログラム「Global Leadership Developments Program」：35人
• One Young World（グローバル課題の解決がテーマの社外研修）：25人

ダイバーシティ HD リスク 国内事業会社での人権・LGBTに関するeラーニングの参加率90%以上を達成する

労働安全衛生

AB リスク 工場従業員向けの「管理者向けセミナー」「監督者向けセミナー」「一般社員向けトレーニング」の 
受講率100%を達成する

ABEG リスク 2020年にDIFR（Disabling Injury Frequency Rates）0.37、 
TRIFR（Total Recordable Injury Frequency Rates）1.85を達成する。

AGHSEA リスク LTIFRを毎年前年比5%削減する
国内事業会社 機 会 ストレスチェック実施率100%を達成する
国内事業会社 機 会 2023年までに特定健診受診率98%を達成する
国内事業会社 機 会 2023年までに特定保健指導実施率45%を達成する

ASD 機 会 12事業場において各事業場の健康課題に応じた施策を実施する

コミュニティ

P.64

人と人とのつながりの 
創出

HD 機 会 2020年に「希望の大麦」を活用した3商品を事業会社から発売する

ASD 機 会 14事業場において、地域課題解決につながる独自施策を実施する

ASD 機 会 出前授業「『三ツ矢サイダー』水の未来と環境教室」～こどもSDGsスクール～を全47都道府県で 
実施する

ASD 機 会 地域の特産原料を使った『特産三ツ矢』シリーズの売上目標を達成する

ASD 機 会 全国4工場の見学来場者数96,500人を達成する

AGHSEA 機 会 コミュニティで実施されているプログラムにAGHSEA傘下の従業員50人以上が参加する 
（海岸の清掃活動など）

持続可能なサプライ
チェーンの実現

HD リスク サプライヤーCSRアンケートの回答率90%以上を達成する

HD リスク サプライヤーCSRアンケート実施後の現地インタビューについて、2020年に12件を達成する

HD リスク 2020年1月1日に改正した「アサヒグループサプライヤー行動規範」について、サプライヤーへの 
説明実施率90%以上を達成する

健康

P.65

食の安全・安心
グループ全体 リスク 品質事故ゼロを実現する

AGHSEA リスク 2022年までにすべての工場でHACCPを取得する

健康価値の創造

AGS 機 会 「和光堂栄養相談活動」の参加人数10万人を達成する

ASD 機 会 特保・機能性・ヘルスケア商品の売上目標を達成する  
※対象商品：『カラダカルピス』『からだ十六茶』等

ASD 機 会 健康価値を訴求する100mlシリーズの売上目標を達成する 
※対象商品：『届く強さの乳酸菌』『守る働く乳酸菌』等

AHA リスク 機 会 2025年までに清涼飲料商品に使用する砂糖の量を全社で20%削減する（2015年比）

AGHSEA リスク 機 会 マレーシアで2021年までにRTD商品の70%について100ml当たりの砂糖含有量を6g以下にする

責任ある 
飲酒

P.66

不適切飲酒の撲滅
グループ全体 リスク 2024年までに、すべてのアルコール飲料ブランド（そのブランドで販売されるノンアルコール飲料を

含む）の製品に、飲酒の年齢制限に関する表示をする
グループ全体 リスク 2021年までに「IARDデジタルガイドライン」への対応率80%を達成する
国内事業会社 リスク 国内事業会社での適正飲酒に関するeラーニング参加率90%以上を達成する

新たな飲用機会の 
創出を通じた社会的 
課題の解決

ABEG 機 会 2020年に全商品に占めるノンアルコール商品の売上数量比率6.4%を達成する

* 略称で記載している会社の正式名称は以下です。 
HD：アサヒグループホールディングス（株）、AB：アサヒビール（株）、ASD：アサヒ飲料（株）、AGS：アサヒグループ食品（株）、ABEG：アサヒブリュワリーズヨーロッパ社、 
AHA：アサヒホールディングスオーストラリア社、AGHSEA：アサヒグループホールディングスサウスイーストアジア社

*1 国内事業会社・ABEG・AHA

*2 AB・ASD・ABEG・AHA

*3 AB・ASD・ABEG・AHA・AGHSEA
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マテリアリティストーリー 

アサヒグループは、「自然の恵み」を使って商品・サービスを生み
出しています。「自然の恵み」なくしてはアサヒグループの事業を継
続することはできません。私たちはさまざまな環境課題に対し、積極
的な取組みを推進していくことで、「自然の恵み」を守っていきます。

環境

「アサヒグループ環境ビジョン2050」
“ニュートラル&プラス”の発想で自然の恵みを次世代につなぐ

2050年までに

1. 

気候変動への対応

2. 

持続可能な資源利用 
（農作物原料、容器包装、水）

CO2排出量 
「ゼロ」へ

事業リスク低減

環境負荷ゼロ（ニュートラル）

事業活動における 
環境負荷「ゼロ」を目指す

3. 

微生物・発酵技術 
の活用

4. 

プロセス 
イノベーション

強みを活かした新たな 
環境価値創出

画期的な技術・ 
仕組みの創出

環境価値創出（プラス）

グループの独自技術を活かし、 
社会により多くの環境価値を創出する

アサヒグループは2019年に「アサヒグループ環境ビジョン2050」を策定しました。目指す姿の達成に向けて取組みを

進めています。

01

「アサヒグループ環境ビジョン2050」に関する詳細な情報は、下記URLをご覧ください。
「アサヒグループ環境ビジョン2050」の全体像：https://www.asahigroup-holdings.com/csr/environment/policy.html
酵母・微生物の活用：https://www.asahigroup-holdings.com/csr/environment/bio.html
プロセスイノベーション：https://www.asahigroup-holdings.com/csr/environment/greenhousegases.html
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2025年までにプラスチック容器を100%有効利用可能な素材とする*1

環境配慮新素材の開発・プラスチック容器包装を利用しない販売方法を検討する*3

2030年までにプラスチック容器を100%環境配慮素材に切り替えることを目指し、検討を開始する*2

2  持続可能な資源利用

持続可能な原料調達に向けた取組みの進捗
現在、アサヒグループにとっての「持続可能な原料」の定義付けと、対象とする重要原料の特定を進めています。また、

それに基づくモニタリングの枠組みを構築し、実際のモニタリングも開始しています。

プラスチック問題への対応に向けた取組みの進捗
現在、喫緊の課題であるプラスチック問題への対応を進めています。

1  気候変動への対応

 「アサヒカーボンゼロ」に向けた取組みの進捗
CO2排出量削減の中長期目標「アサヒカーボンゼロ」の目標達成に向け、再生可能エネルギーの導入や容器軽量化

などにより、バリューチェーン全体におけるCO2排出量ゼロの達成に向けて取り組んでいます。

持続可能な水資源利用の実現に向けた取組みの進捗
主要な事業会社のビール・飲料工場を対象に、グループの水使用量原単位の削減目標を設定しました。また、国内ビー

ル工場のウォーターニュートラルの実現に向け、長期契約等による「アサヒの森」の管理面積拡大を進めています。

2030年に向けた戦略の方向性

※ 対象とするプラスチック容器：PETボトル、プラボトル、PETボトル・プラボトルに使用するキャップ、一部プラスチック容器、プラカップ（販売用）等
*1  有効利用：リユース可能、リサイクル可能、堆肥化可能、熱回収可能等 
対象会社：アサヒビール（株）、アサヒ飲料（株）、アサヒホールディングスオーストラリア社

*2  環境配慮素材：リサイクル素材、バイオマス素材、生分解性素材等
*3  対象会社：アサヒビール（株）、アサヒ飲料（株）、アサヒブリュワリーズヨーロッパ社、アサヒホールディングスオーストラリア社、アサヒグループホールディングスサウスイーストアジア社

グループ全体目標

3R
+

Innovation

CO2排出量削減中長期目標「アサヒカーボンゼロ」

2030年 2050年
Scope1、2 30％削減（2015年比）

Scope3 30％削減（2015年比）

Scope1、2 CO2排出量“ゼロ”を目指す。
Scope3 CO2排出量“ゼロ”を目指す。

*1  対象会社：アサヒビール（株）、アサヒ飲料（株）、アサヒブリュワリーズヨーロッパ社、アサヒホールディングスオーストラリア社、アサヒグループホールディングスサウスイーストアジア社
*2  国内ビール工場で水の使用効率を高めて使用量を削減するとともに、広島県にある社有林「アサヒの森」の森林保全により水の涵養（森が水を育み蓄える能力）を進め、水の使用量と
「アサヒの森」の涵養量を2025年に同等にする。（「アサヒの森」面積拡大目標：365ha）

農作物原料

容器包装

水

2030年までに水使用量の原単位を3.2m3/kl 以下とする*1グループ水資源目標

水資源の持続可能性を担保する水リスク調査の定期実施（調査頻度：5年に1回）水リスク把握と排除の取組み

・ 2025年までに「アサヒの森」を活用した国内ビール工場ウォーターニュートラルを実現*2

・各工場における水源地保全活動の拡大ウォーターニュートラルの取組み

個社別の目標はP.54–55をご覧ください。 P.54–55

個社別の目標はP.54–55をご覧ください。 P.54–55
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P.81「グローバルサステナビリティ委員会」の詳細はP.81をご覧ください。

気候変動への取組み～TCFD提言への賛同
アサヒグループは、気候変動によるリスクと機会に関連した事業インパクトの評価・対応策の立案が、持続可

能な社会の実現及び事業の持続可能性に必要であると認識し、2019年5月に「気候関連財務情報開示タス

クフォース（TCFD）」提言への賛同を表明しました。経営戦略会議や取締役会で議論を重ね、最もインパクト

のあるビール事業（ビール類原料とビール類製品のバリューチェーン）に特化して、アサヒグループが直面す

る気候変動リスク・機会における事業インパクトをシナリオ分析の手法を用いて定量的に評価しました。

今後は、リスクに対する対応策についてさらに検討を深めていくとともに、ビール以外の酒類事業、飲料事

業、食品事業にシナリオ分析の対象範囲を拡大し、分析精度の向上を図っていきます。

ガバナンス

気候変動をサステナビリティの重要課題と捉え、CEOが委員長を務める「グローバルサステナビリティ委員会」に

おいて戦略を構築するとともに、取締役会に報告し、取締役会の監督のもとでPDCAの強化を図ります。

戦略

ビール事業（ビール類原料とビール類製品のバリューチェーン全体）における気候変動リスク・機会による事業イン

パクト、対応策の検討に向けて、以下のステップでシナリオ分析を実施しました。

リスク重要度の評価 シナリオ群の定義 対応策の検討

対応策：
• ポートフォリオ変革
• 能力や技術への 
 投資

事業インパクト評価

事業インパクト：
• 事業コスト
• 収益
• バリューチェーン
• 営業停止

21世紀末までに、 
産業革命以前と比較 
して2℃、4℃気温が 
上昇した世界を想定 

政策と 
法律

市場変化・
技術変化

評判

物理的 
リスク

IPCCによるRCP（代表的濃度経路）シナリオ
（℃）

シナリオ群には、IPCCによるRCPシナリオ、
RCP2.6（2℃シナリオ）、RCP8.5（4℃シナリオ） 
及びIEAによるシナリオを参照

Column

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4

2050
–2.0

2.0

0.0

4.0

6.0

1950 2000 2100

過去の期間の
モデル結果

4℃シナリオ

2℃シナリオ 出典：IPCC第5次評価報告書政策決定者向け 
要約（図SPM.7）をもとに当社にて作成
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STEP1  リスク重要度の評価

気候変動に伴う移行リスクや物理的リスク等、さまざまなリスク・機会がある中で、当社のビール事業にとって重要

なリスク・機会を以下の通り特定しました。

リスク分類 事業リスク・機会 重要なリスク・機会とした理由

政策／法律 炭素税・炭素価格 
リスク

「アサヒグループ環境ビジョン2050」において、バリューチェーン上におけるCO2排
出量ゼロを目指す「アサヒカーボンゼロ」に取り組んではいるが、国・地域によって
状況は違うものの、炭素税導入については財務インパクトが大きいと想定される。

水使用に関する規制 
リスク

原料生産・操業の双方において水は必要不可欠であり、事業継続及び財務インパ
クトが大きいと想定される。

市場変化／技術変化 顧客行動の変化  
リスク  機 会

環境配慮意識の高まりに伴うリスク・機会が、売上に影響する新たな要因となり 
うる。

物理的リスク 原料価格の高騰 
リスク

主要農作物原料の収量減少による原料価格の高騰やそれに伴う代替原料への転換
が必要となった場合、財務インパクトが大きく、事業継続に関わると考えられる。

平均気温の上昇 
機 会

夏季のビールの消費量は、気温の上昇による影響が大きいと想定される。

降水パターンの変化
リスク

深刻な水不足により農地や生産拠点が影響を受け、事業継続が難しくなる可能性
がある。

異常気象の激甚化 
リスク

近年多発している豪雨や台風の被害がさらに深刻化した場合、バリューチェーンが
甚大な被害を受け、事業継続が難しくなる可能性がある。

STEP3  事業インパクト評価

アサヒグループの事業にとっての重要性に鑑みて、事業インパクト評価の対象を以下の通りとしました。

農作物原料：大麦・トウモロコシ・ホップ・コメ 地域：日本・欧州・豪州

ビール事業の 
エリア別 
売上高比率

(%)

ビール事業の 
エリア別 
生産量比率

(%)

* 数値は2018年実績に基づく
* 合計値が100にならないのは四捨五入によるもの

ビール事業の 
農作物原料 
エリア別 
購入比率

(%)

ホップ 
11

コメ 0.2

大麦
68

トウモロコシ 21

中東欧 39

西欧 35

北米 9
オセアニア 9

アジア 7

その他 1

北米 50

西欧 20

アジア 14
中東欧 14
その他 2

西欧 48

中東欧 43
その他 9 西欧 9

アジア 91

アジア
59

中東欧
52中東欧

27
アジア

33

西欧
13

西欧
13

オセアニア他 2 オセアニア 2
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STEP3  STEP4  事業インパクト評価と対応策の検討

STEP1で抽出した重要リスクの中でも、農作物原料の収量減少による原料価格の高騰と炭素税の導入によるコ

ストの増大が、事業に対して特に大きな影響を及ぼす可能性があることを認識し、以下の通り事業インパクトの評価

を実施しました。

炭素税導入の影響
2℃シナリオにおいて、ビール事業における CO2

排出量をベースに炭素税の影響額を試算しまし

た。その結果、CO2排出量を2050年までにゼロ・

2030年までに30%削減を目指す「アサヒカー

ボンゼロ」の取組みを実施することで、2030年に

は取り組まなかった場合と比較して14億円、

2050年には70億円の全額の削減効果があること

がわかりました。この結果から、アサヒグループが

現在取り組んでいる戦略は気候変動によるコスト

の上昇への耐性が高く、レジリエンスの観点から

も適切と認識しています。ただし、炭素税は国に

よって導入の有無や時期、単価が異なる可能性が

あるため、今後継続的に情報収集を行って精度

向上を図っていきます。

0

20

40

60

80

100

大麦 ホップ トウモロコシ コメ

97

83
93 91 87

65

99 98

0

20

40

60

80

2030年 2050年

57

70

0

43

2℃シナリオ・4℃シナリオにおける農作物原料収量への影響
（2018年供給量を100とした場合の2050年推計値） 
（％）

2℃シナリオにおける炭素税の影響額
（億円）

 2ºCシナリオ　  4ºCシナリオ

 CO2削減に取り組まなかった場合　  CO2削減に取り組んだ場合

農作物原料収量への影響
さまざまな文献を参考に2℃シナリオ・4℃シナ

リオの主要原料の収量変化を推定した結果、大

麦とトウモロコシについては、2℃シナリオに比べ

4℃シナリオの場合に大きく減少することがわか

りました。限られた情報からの試算のため精度の

課題はあるものの、今後継続的に情報収集を行

い、精度向上を図っていきます。
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対応策の方向性の検討
重要リスクに対する対応策については既存の取組みを継続・加速するとともに、以下の方向性についても経営課

題として取り組んでいきます。また、機会についても検討していきます。

リスク 既存の取組み 対応策の方向性

原料価格高騰 • 複数購買によるリスク分散化等 • 気候耐性品種の開発
• 栽培方法の開発と導入
• 代替原料への切り替え
• 調達エリアの変更

炭素税・炭素価格 • 「アサヒカーボンゼロ」の推進
• コージェネレーションシステムの導入 
• モーダルシフトの推進
• ポーランド、オランダにおける風力発電による再生可能 
エネルギー導入

• 高効率冷凍機の導入

• SBT1.5℃認証取得検討
• RE100への参画、更なる再生可能 
エネルギーの活用

水使用に関する規制 • 2050年までに持続可能な水資源利用100%を達成　
• 2025年までに国内ビール工場でウォーターニュートラル 
を達成

• 水使用量の削減（洗浄・殺菌工程での水使用量削減や 
回収水の有効利用）

• 更なる水使用量の削減（大規模な 
リサイクルシステムの導入等） 

• 生産拠点における水リスクの把握及び 
分析に基づく対応策の検討 

顧客行動の変化 • 『アサヒスーパードライ』350ml缶及びギフトセット、 
『アサヒドライゼロ』に「グリーンエネルギーマーク」を記載

エシカル消費拡大への対応 
（認証原料の使用など）

異常気象の激甚化 • 風水災対策実施 拠点の移転・新設時における中長期的な 
気候変動影響の考慮

リスク管理

アサヒグループは2020年に策定した「アサヒグループ リスクアペタイト ステートメント」の中で、自然環境に影響

を与えるリスクを低減する取組みを進めることを宣言しており、グループエンタープライズリスクマネジメント（ERM）

において「気候変動」を主要リスクとして扱い、ERMのマネジメント体制下でPDCAを回していきます。

また、2020年に刷新したサステナビリティ推進体制とERMを連動させることにより、グループ全体でリスクマネ

ジメントに取り組んでいきます。

指標と目標

「アサヒグループ環境ビジョン2050」において取り組んでいるCO2排出量ゼロの達成に向けては、「アサヒカーボン

ゼロ」の枠組みで取り組んでおり、まずは2030年までにCO2排出量30％削減を目指しています。また、気候変動に

関連する項目として、容器包装や水についても「アサヒグループ環境ビジョン2050」における「持続可能な資源利

用100％」の中で具体的な目標値を設定し、グループ全体で取組みを強化しています。

P.54具体的な指標と目標に関する詳細は、P.54をご覧ください。

P.71, 73, 81気候変動関連リスクとERMとの連動に関する詳細は、P.71、73、81をご覧ください。
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アサヒグループは、従業員やサプライヤーをはじめとするさまざまな
ステークホルダーの人権を尊重し、適正な労働慣行を遵守します。 
また、多様性に富み、従業員が能力を伸ばしていける環境を作ることで、
働きがいのある風土を醸成していきます。これらの取組みを通じて、従業員や 

サプライヤーをはじめとするさまざまなステークホルダーにとっての「楽しい生活文化」の創造
に貢献していきます。

ESGへの取組み深化

人権デューデリジェンス開始に向けた取組み

アサヒグループは、AGP及び「アサヒグループ行動規範」に基づいた人権に関する最上位の方針として、2019年に「ア

サヒグループ人権方針」を策定しました。現在はサプライチェーンと従業員における人権リスク特定に向けた取組みに着

手するとともに、人権デューデリジェンスプロセスを強化する人権研修も実施しています。

マテリアリティストーリー 02

人

人権方針策定

人権デューデリジェンスを支える教育・研修

人権デューデリジェンスプロセス 苦情処理 
メカニズムの構築 
と高度化

国連「ビジネスと 
人権に関する指導原則」 
に準拠

被害者等から通報を受け 
付ける窓口の整備 
（「クリーン・ライン制度」等）

 2018年～：人権デューデリジェンス開始に向けた準備の実施

業界における 
人権課題の洗い出し

人権リスクに 
関する行動計画策定

人権リスク 
重要度評価

人権方針策定
現状調査及び 
ギャップ分析

人権デューデリ 
ジェンス開始

人権デューデリジェンスの全体像

• サプライチェーンに 
おける人権リスク対応

• 従業員における人権リスク対応、 
及び人権方針実現のための教育・研修

• 苦情処理メカニズムの 
構築

リスク特定・評価
•  ステークホルダーに対する実際の 
または潜在的な負の影響を特定・評価

情報公開
•  企業がどのようにこうした 
影響に対処しているかについて、 
外部ステークホルダーと情報共有

負の影響の防止・軽減
•  潜在的な負の影響の発生を 
防止する措置を実施

•  顕在化している負の影響を 
是正する措置を実施

取組み効果の追跡・検証
•  負の影響に対応する 
取組み効果を追跡・検証

優先取組み事項
このプロセスを通じて、優先取組み事項を抽出このプロセスを通じて、優先取組み事項を抽出

2020年に着手

このプロセスを通じて、優先取組み事項を抽出
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サプライヤーへの人権取組み

 2017年：現代奴隷リスク分析実施
「生産拠点が所在する17カ国」「主要調達11品目」の両面から現代奴隷リスクの評価を実施した結果、サプライチェーン

において最もリスクが高いのは「栽培」段階と判明しました。さらに、主要な直接材の中でリスクが「極高」と判断された

5原料について、事業インパクトを確認しました。

 2018～2019年：人権方針の策定と人権デューデリジェンスの設計

 2020～2022年：行動計画

2019年：ステークホルダー・ダイアログ実施

ダイアログでの主な指摘事項

• 高リスクカテゴリーのサプライヤーへの 

アプローチ強化

• 持続可能な資源利用100%を目指した 

リスク把握と対応改善 ステークホルダー・ダイアログの様子

2019年12月に実施したステークホルダー・ダイアログの詳細は下記URLをご覧ください。
https://www.asahigroup-holdings.com/csr/philosophy/dialogue2019.html

規定類の改正
研修の実施土台

• 「アサヒグループサプライヤー行動規範」の改正
• 国内外グループ会社の調達部長・リーダー・担当者への人権研修を実施
• 国内外主要サプライヤー向けの人権研修を実施

人権リスクの特定・評価

負の影響の発生防止・是正措置

取組みの追跡・検証

2022年までにPDCAのスキームを確立させ、 
2023年以降は事業会社へ展開していくことを目標としている

人権リスクの特定

防止・是正措置

取組みの追跡・検証

情報公開

実態把握

サプライヤーリスクの特定 現代奴隷リスク特定

国内外グループ会社の 
原材料一次サプライヤー

高リスクカテゴリーの 
農園等

セルフアセスメント質問票／現地訪問調査
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マテリアリティストーリー 03

アサヒグループ商品が単にモノとして消費されるだけでなく、人と人
をつなぎ、幸せな時間を創出する役割を担うことによって、「楽しい生
活文化」の実現を目指します。また、サプライヤーをはじめとするステー
クホルダーとの共創を通じて、サプライチェーンにおける持続可能性も高
めていきます。

サプライチェーンマネジメントの考え方 

アサヒグループはサステナビリティの推進において、アサヒグループが直接関わる範囲だけではなく、サプライチェーン

全体におけるマネジメントが重要であると考えています。

アサヒグループは持続可能なサプライチェーンを実現するために、サプライヤー

とその上流のサプライヤー・再委託先・下請先の皆様に守っていただきたいことと

して2020年1月に、「アサヒグループサプライヤー行動規範」を定めました。本規

範の策定にあたっては、以下のような社会情勢を考慮しています。

• 人権に関する法規制強化による人権侵害の防止に向けた体制構築

• 安定調達など、気候変動による影響に対応するための 

バリューチェーン全体での取組み 

• 酒類を製造販売する企業グループとして、サプライチェーンを含めた 

ステークホルダーとの協働による責任ある飲酒に向けた取組み

今後もサプライヤーとの強固な信頼関係と長期的な協力関係を継続し、双方の

価値向上につながる持続的な共創関係を構築していきたいと考えています。

地域コミュニティとの協働 

AGPで謳っている「楽しい生活文化の創造」という文言には、アサヒグループの商品が単なるモノとして消費されるの

ではなく、幸せな時間を創出し、人と人とをつなぐような存在でありたいという思いを込めています。

例えばアサヒ飲料（株）では、「人に寄り添い、豊かな地域を共につくる」ことを目指し、「地域共創」をテーマにコミュニ

ティに取り組んでおり、その一環として小学生向けの出前授業を展開しています。従来、水資源などの環境保全への取組

みの大切さを伝える出前授業を展開してきましたが、2018年からは日本各地の特産果実を使用した『特産三ツ矢』シリー

ズとの連動をスタートさせました。果実原料の産地にある小学校での授業では、通常の授業内容に加え、地元で採れた果

実が『特産三ツ矢』に使われていることを子どもたちに伝え、地域の産業への興味や特産品に対する誇りを醸成していま

す。2019年は6エリアでこの活動を実施しました。

コミュニティ

アサヒグループ 

サプライヤー行動規範 

1. 人権の尊重 

2. 労働環境の整備 

3. 環境への配慮 

4. 公正な企業活動 

5. 品質の確保 

6. 情報管理 

7. 地域社会の尊重 

8. 責任ある飲酒 
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食を通じた健康の増進への関心が高まる中、アサヒグループでは商
品や商品を通じた啓発活動によって人々の健康に貢献するさまざまな
取組みを展開しています。健康志向の高まりに対応し、今後もアサヒグ
ループの知見や技術を通じて、これらの取組みを強化していきます。  

商品を通じた健康価値の創出 

アサヒグループでは消費者の健康志向に対応し、商品を通じて健康に貢献するため

のさまざまな取組みを行っています。

アサヒビバレッジズ社では、加盟している業界団体「Australian Beverages 

Council」のコミットメントに基づき、清涼飲料商品に使用する砂糖の量を2015年

比で20％削減することを目標に掲げています。この目標を達成するため、清涼飲料

カテゴリーの主力ブランドである『Schweppes』のフレーバーミネラルウォーターでは

100ml当たりの砂糖量を3.4～3.8gに減らすことで、砂糖量を24％削減することが

できました。今後もアサヒビバレッジズ社では、消費者のニーズに対応し、ゼロ・シュ

ガーやロー・シュガーの飲料カテゴリーのラインアップを拡充していきます。

啓発活動を通じた健康価値の創出 

アサヒグループ食品（株）では、栄養士など専門知識を持つ社員が妊娠・育児中の

保護者を対象に講座を開いたり、店頭で相談を受けたりする「和光堂栄養相談活動」

を実施しています。

乳幼児は食事の面でも配慮が必要ですが、心身の状態や食の嗜好など、保護者が

抱える悩みや必要な情報は個別のケースで大きく異なります。「和光堂栄養相談活動」

では専門知識を持った社員が対面で相談に乗ることができるため、参加者からは「不

安を感じていたが、丁寧に教えてもらえて不安が解消された」といった声をいただい

ています。

アサヒグループ食品（株）では、今後も乳幼児が健やかな食生活を送れるよう、事業

を通じた啓発活動を継続していきます。

健康



「酒類を取り扱う企業グループとしての飲酒に関する基本方針」概要

方針1 従業員の自覚と行動 酒類を取り扱う企業グループの一員としての責任を自覚し、行動する

方針2 不適切な飲酒による問題の撲滅と予防 飲酒運転、未成年者飲酒、妊産婦飲酒、大量飲酒など

方針3 責任あるマーケティング活動 関連法令や業界自主基準、アサヒグループ各社の社内規定の遵守

方針4 適切な情報開示と啓発 商品等を通じて社会に対し、適切な情報開示を行うとともに、消費者にも責任ある飲酒を 
求めるメッセージとアドバイスを普及、知識の啓発に努める

方針5 ステークホルダーとの連携 不適切な飲酒の撲滅に向けて、さまざまなステークホルダーとともに連携して取り組む

方針6 革新的な商品の展開 自然の恵みを活かしつつ、アサヒグループの知見と技術を結集し、おいしさに誇りを持ちな
がら、酒類文化の健全な発展に寄与する革新的な商品を展開する
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酒類は日々の暮らしに喜びと潤いをもたらす一方で、不適切な飲酒に
よって、個人や家庭、社会にさまざまな問題を起こすこともあります。ア
サヒグループは酒類を扱う企業として、不適切な飲酒の撲滅に向けて努
力するとともに、酒類文化の健全な発展に貢献する活動を推進することで、
人々の「楽しい生活文化」の創造を目指します。

ESGへの取組み深化

マテリアリティストーリー 05

責任ある飲酒

「責任ある飲酒」を強力に推進するため、従業員の共通言語としてグローバルスローガンを策定

Responsible Drinking Ambassador 

2019年に策定した「酒類を取り扱う企業グループとしての飲酒に関する基本方針」の実現に向け、グループの従業員

が共通認識を持って行動するためのグローバルスローガンを策定しました。従業員の自覚を促すことが本方針の実現の

第一歩であるとの考えから「Ambassador」という言葉をスローガンに入れ、従業員一人ひとりの行動の変革を目指しま

す。スローガンは英語のみとし、アサヒグループのすべての従業員で同じ言葉を共有します。

「Ambassador」としての意識の醸成や知識の修得のため、従来は酒類を扱う事業会社のみで行っていた適正飲酒に

関するeラーニングをそれ以外の国内事業会社でも展開するなど、従業員の意識啓発を推進していきます。
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方針3 　責任あるマーケティング活動

アサヒグループでは、事業を展開する地域・国の法規制や文化、習慣に合わせて責任あるマーケティング活動を展開す

るため、グループ会社ごとに方針や自主基準を策定しています。

アサヒインターナショナル社では、広告を展開する際の指針として「Responsible marketing policy」を定め、誠実か

つ真摯な姿勢で消費者を尊重すること、酒類製品は成人を対象としたものであることなどを明記しています。

アサヒブリュワリーズヨーロッパ社では、「Policy on Commercial Communication」を制定しています。広告を展

開する際には法律を遵守すること、未成年に向けた酒類の広告はしないこと等の基準を定めており、取引先にもこれらの

基準の遵守を要請しています。また、これらの基準が遵守されているかどうかを評価する仕組みも導入しており、第三者

を委員長とする広告審査委員会が違反についてモニタリングし、毎年、年度末に報告書が提出されています。

方針5 　ステークホルダーとの連携

「酒類を取り扱う企業グループとしての飲酒に関する基本方針」では、WHOが採択した「アルコールの有害な使用を低

減するための世界戦略」の支持を表明しています。

世界規模で「責任ある飲酒」を推進するため、国際NPOであるIARD（The International Alliance for Responsible 

Drinking）に加盟し、世界の大手酒類メーカーと協働して責任ある飲酒の推進に取り組んでいます。

2020年1月、IARDの加盟企業12社は、世界の課題である未成年飲酒の削減に向けて取組みを強化する声明を公表し

ました。アサヒグループもこの声明にコミットし、声明の実現に向けて取組みを進めています。

方針6 　革新的な商品の展開

アサヒグループでは「責任ある飲酒」を推進するための施策として、酒類ブランドの

ノンアルコール飲料が、消費者の選択肢の一つになるよう、さまざまな提案を積極的に

行っています。アサヒインターナショナル社*1は、英国で2019年1月にノンアルコール

ビールテイスト飲料『Peroni Libera』を発売しました。ノンアルコールビールテイスト

飲料にもプレミアムブランド感を求める層に向け、「社交の場でもビールテイストを楽し

むことができるスタイリッシュなノンアルコールビールテイスト飲料」というコンセプト

で、飲食店でもノンアルコールでビールテイストを楽しむ新しいスタイルを提案してい

ます。『Peroni Libera』の2019年の売上金額は296万ポンドとなり、英国で2019年

に新発売されたビールブランド商品の中で1位となりました*2。『Peroni Libera』は豪

州のアサヒプレミアムビバレッジズ社でも取り扱っており、販売されている国は12カ国

に広がっています。  

*1 2020年現在の社名 

*2 出典：Nielsen Scantrack Data to 28.12. 2019 

「IARD加盟企業による共同声明」については、下記URLをご参照ください。
https://cms.iard.org/getmedia/49b6f5c7-8654-4800-bf0a-0da33f18bbb6/Actions-to-accelerate-reductions-in-underage-drinking.pdf

詳細は下記URLをご参照ください。
アサヒインターナショナル社：https://www.asahiinternational.com/media/vwfnoujv/ail-responsible-marketing-policy.pdf
アサヒブリュワリーズヨーロッパ社：http://www.asahibreweries.eu/documents/Corporate_Policies/Compliance/POCC.pdf




