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▶ 目次・編集方針

編集方針
本報告書は、アサヒグループのマテリアリティの中で、「コミュニティ」とともにグローバル共通の最優先の

テーマに設定した「環境」への取組みについて、方針・戦略・活動・成果について開示することで「統合報告書
2020」の環境側面を補完し、投資家の皆様をはじめとしたステークホルダーの皆様とのエンゲージメントツー
ルとなることを目的としています。また、本報告書ではグループ理念「Asahi Group Philosophy」の実現に
向けたアサヒグループの環境へのアプローチについて、取組み姿勢とそれに基づく具体的な活動の一連のつ
ながりを報告することに重きを置いており、環境に対する取組み全般についてのより詳細な情報は、アサヒグ
ループホールディングスのWebサイト「サステナビリティ」のページで網羅的に開示しています。
本報告書の構成にあたっては、「アサヒグループ環境ビジョン2050」の“ニュートラル＆プラス”の発想に基づ

く4つの目標に沿って、「気候変動」「異常気象」「廃棄物」といった社会課題から特定した事業活動に関わるリ
スクと機会に対応する取組みを整理しました。中でも、ステークホルダーとの共創により環境価値を向上する取
組みや、バリューチェーンの各段階において環境負荷の低減を実現する取組みを中心に紹介しています。

報告対象期間
2020年1月1日 ～ 2020年12月31日
※ 一部対象期間外の情報も掲載しています。

発行日
2021年10月

報告対象範囲
アサヒグループホールディングス（株）及び
グループ会社。
データごとのバウンダリーは「報告対象範囲」
（66ページ）をご覧ください。

財務情報 非財務情報

Webサイト
「サステナビリティ」

https://www.asahigroup-
holdings.com/csr/

https://www.asahigroup-
holdings.com/ir/

環境報告書

統合報告書

ストーリー性 網羅性

Webサイト
「IR・投資家情報」

情報開示体系

使い方

目次に戻ります

ページ間を移動しやすいよう、各ページにナビゲーションボタンと
サイドバー（目次）を設けています

▶ナビゲーションボタン

前のページに
戻ります

次のページに
進みます

直前に閲覧し
ていたページに
戻ります
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▶ At a Glance

■ 酒類事業
グループ最大のキャッシュカウビジネスとして、ビール類をはじめとする総合酒類事業を展開して
います。各カテゴリーにおける強いブランドの育成やイノベーションによる新価値提案の強化などに
より、国内酒類のリーディングカンパニーの地位確立を目指します。

■ 食品事業
アサヒグループ食品（株）を中心に、菓子、健康食品、サプリメント、乳幼児用ミルク・ベビーフード、介護食品・
用品、フリーズドライ食品、食品原料などを製造・販売しています。主力ブランドを活用し、消費の多様化、多価
値化に合わせた「おいしさ＋α」の新価値提案の取組み強化により、新たな成長基盤の構築に取り組みます。

■ 飲料事業
アサヒ飲料（株）を中心に、『三ツ矢サイダー』『ウィルキンソン』『カルピス』『ワンダ』『アサヒ十六茶』『アサ

ヒおいしい水』などの商品を提供しています。日本生まれの100年ブランドを含む主力ブランドを中心とした
本質価値の強化や、未来に向けた成長基盤の構築に取り組み、業界のリーディングカンパニーを目指します。

■ 国際事業
欧州、オセアニア、東南アジアなどの各地域における成長基盤の強化に取り組んでいます。各事業の
主力ブランドを中心とした商品ポートフォリオの強化に加え、これまで培ってきたブランドやノウハウを
活かしたクロスセルの拡大展開などにより、グループの持続的な成長を牽引します。

より、国内酒類のリーディングカンパニーの地位確立を目指します。 本質価値の強化や、未来に向けた成長基盤の構築に取り組み、業界のリーディングカンパニーを目指します。

活かしたクロスセルの拡大展開などにより、グループの持続的な成長を牽引します。

■ 37.4% ■ 13,878人

■ 315人
■ 1
■ 4

■ 41.6% ■ 34

■ 49

■  17.4%

■  14.4%

■  0.7% ■  5

■  32

■  4.6% ■  2,016人

■  39.1% ■  3,544人

■ 10,097人

■ 48.7% ■  14

■  17

■  79

■  43

■ 6.1%

■ 5.7%

■ 酒類事業
■ 飲料事業
■ 食品事業
■ 国際事業
■ その他

※1 各事業の売上収益構成比は、
各事業の売上収益を、調整額
（全社・消去）を含めた連結合
計の売上収益で除して算出。

※2 各事業の事業利益構成比は、
各事業の事業利益を、調整額
（全社・消去）を含めた連結合
計の事業利益（ただし買収に
伴い生じた無形資産償却費を
除く）で除して算出。

■ 日本
■ 欧州
■ オセアニア
■ 東南アジア
■ その他地域

2020年
セグメント別売上収益

（外円）

2兆277億円
セグメント別事業利益

（内円）

1,678億円
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2020年
従業員数（外円）

29,850
工場数（中円）

71
子会社（内円）
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▶ CEOメッセージ

■サステナビリティと経営の統合に向けて
アサヒグループは自然の恵みを享受して事業活動を営んでおり、社会からの信頼を得ずして存続す

ることはできません。私は、未来の社会からも評価されるアサヒグループとするためサステナビリティ
を経営の根幹に置いて、社会課題の解決が同時に利益の源となるビジネスモデルを構築することが
不可欠だと考えています。アサヒグループはそれに向け、2020年にはマテリアリティを「環境」「人」
「コミュニティ」「健康」そして「責任ある飲酒」と刷新し、取組みを強化しています。
私たちの事業が環境をはじめ社会全体に及ぼす影響を認識し、そうした課題に正面から向き合い、サ

ステナビリティを深く経営に根付かせ、持続的な事業成長に寄与するよう各事業や各部門、機能の中に
組み込んでいきます。これが、サステナビリティと経営の統合です。また、こうしたビジネスモデルは、近
年、世界中のお客様のサステナビリティへの関心が高まる中、新たな事業機会の創出につながります。
アサヒグループは、社会の持続性に関するリスクの軽減に着実に取り組むとともに、機会を確実に
捉えて成長につなげる新たなステージを目指します。

■「アサヒグループ環境ビジョン2050」実現への挑戦

私たちが掲げている「アサヒグループ環境ビジョン2050」は、2050年までに事業活動における
環境負荷ゼロ「ニュートラル」と、グループの独自技術を活かした環境価値の創出「プラス」を目指
すことで、事業成長とともに持続可能な社会の実現に挑戦することを宣言したものです。
「ニュートラル」の実現に向けては、2050年にScope1、2及びScope3にてCO₂排出量ゼロを
目指す「アサヒカーボンゼロ」を掲げ、グループ全体で取組みを強化しています。
環境への取組みの中で、気候変動に関連する情報の開示にも努めており、2019年、「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。以降毎年、シナリオ分析によ
るリスクと機会の特定を深化させ、気候変動による事業インパクトの明確化を進めています。代表取締役社長 兼 CEO

社会とともに成長するアサヒグループであるために

サステナビリティを経営の根幹に置き、

社会とともに成長していくアサヒグループを目指し、

持続可能で豊かな社会の実現に尽力していきます。
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▶ CEOメッセージ

また、水や農産物原料、容器包装といった資源を持続可能なものにしていくために、水使用量
の削減、農産物・農産地の人権リスク・環境リスクの調査、プラスチック問題解決に向けた戦略「3R

（リデュース・リユース・リサイクル）＋Innovation」など、バリューチェーン全体で取り組んでいます。
一方、「プラス」については、グループの独自技術を活かして社会に環境価値を創造し、環境に

ポジティブなインパクトを与えることを目指しています。事業で培われた微生物活用や発酵技術を
駆使し、副産物の新しい利用に関する研究などを進め、その成果を活かして食に関する社会課題の
解決や循環型社会の構築に貢献していきます。

■ ステークホルダーとの共創で社会課題の解決に取り組む
私たちは、グループ理念「Asahi Group Philosophy」において、「すべてのステークホルダーと

の共創による企業価値向上」を行動指針（Principles）に掲げており、「アサヒグループ環境ビジョン
2050」の実現に向けても、ステークホルダーの皆様との共創を大変重視しています。
例えば、アサヒグループが業界の枠を越えて開発した技術がバイオメタンガスによる燃料発電です。

これは、世界初の技術となりますが、特許を申請するつもりはありません。社会課題を解決し、サステナ
ビリティを実現する優れた技術開発ができたら、広く外部に公開すべきというのが私たちの考えだから
です。社会全体で課題の解決に取り組まなければ、高いハードルを越えることはできないでしょう。
また、私たちはエシカル消費のトレンドを肌で感じており、それに応えるべく業界の先駆けとして
発売したのがアサヒ飲料（株）で展開しているラベルレスボトルのシリーズです。私たちは、こうした
環境への配慮を単なる広告宣伝の材料とするつもりはありません。むしろ、こうした取組みを飲料
業界全体で連携して進めることで、環境配慮商品の市場を拡大し、お客様との共創を強化したいと
考えています。加えて環境配慮素材への転換などの対策を着実に実施しながら、商品自体の魅力で
消費者の皆様に浸透していくのが望ましいと考えています。

■ 今後に向けて
急激に変化する現代社会の中で、アサヒグループはその変化を的確に捉えて高い目標を設定し、

自身の変革に挑戦していきます。このプロセスには絶え間ない努力が必要ですが、そこには私たち
の成長機会があり、より良い社会を作り、未来を切り拓くことにつながると信じています。サステナビ
リティを経営の根幹に置いて、社会とともに成長していくアサヒグループを目指し、持続可能で豊か
な社会の実現に尽力していきます。

サステナビリティを経営の根幹に置いて、

事業成長につなげる新たなステージを目指します。
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▶ 第1回グローバルサステナビリティ委員会を終えて ～サステナビリティ担当役員メッセージ

アサヒグループ
ホールディングス

日本

オセアニア

東南アジア

欧州

勝木 敦志

小路 明善 野村 和彦

谷村 圭造

Paolo
Lanzarotti

Drahomira
Mandlikova

Renganathan
Tewagudan

John
Tortora

Erwin
Selvarajah

Robert
Iervasi

グローバルの連携を強化し、「自然の恵み」を次世代につなぎます

■「グローバルサステナビリティ委員会」を通じたサステナビリティ経営の実践
私たちは、2020年にサステナビリティ執行の最高意思決定機関として「グローバル

サステナビリティ委員会」を設置しました。サステナビリティと経営の統合にドライブを
かけたいという思いがあったからです。
本委員会は、アサヒグループホールディングス（株）のCEOを委員長として、サステナ

ビリティ担当役員と関係部署の部門長、日本、欧州、オセアニア、東南アジアの各地域
統括本部のCEOとサステナビリティ担当役員が参加して、サステナビリティに関する方
針や戦略をビジネスと関連付けて議論し、取締役会に報告します。本委員会がスタート
して1年、コーポレートガバナンスの監督と執行のサイクルにサステナビリティが目に見
える形で組み込まれてきたことを実感しています。
私たちは経営方針に「グローカルな価値創造経営」を掲げており、それぞれの分野で
最も優れた実績を持つ地域がベストプラクティスとしてグループをリードすることが重
要であると考えています。本委員会でも、各地域のベストプラクティスを共有すること
によるレベルアップを図っており、これは、アサヒヒグループの経営の強みであると考え
ています。

取締役 兼 執行役員 兼
CHRO（Chief Human Resources Officer）

グローバルサステナビリティ委員会 主要委員 (2020年12月時点）
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▶ 第1回グローバルサステナビリティ委員会を終えて ～サステナビリティ担当役員メッセージ

■「アサヒカーボンゼロ」実現の加速に向けて
こうしたアサヒグループの強みを活かして、グループ一体となって推進しているのが2050年までに

CO₂排出量ゼロを目指す「アサヒカーボンゼロ」(2018年に策定）の取組みです。第1回の「グローバ
ルサステナビリティ委員会」では、「アサヒカーボンゼロ」の中間目標（2030年までにScope1、2の
CO₂排出量を2015年比で30%削減）の更新について、議論を行いました。

CO₂排出量削減に関する社会的要請の高い欧州やオセアニアの代表から「計画値を積み上げて
無理のない目標を立てる方法では、2050年の目標は達成できない。野心的な目標を立て、グループ
一体となって積極的に取り組むべきだ」という意見があがり、最終的に、グループ全体で、 2030年ま
でにScope1、2のCO₂排出量を2019年比で50%削減という当初の目標から大幅に引き上げる内容
を決議しました。これは、環境をめぐる社会情勢が刻々と変化する中、私たちが掲げた最終的な目標
を確実に達成するには、中間地点における目標値を引き上げることが必要であり、また、目標達成を
早めることで、社会環境の変化に迅速に対応しながら次なる世界の到来を見極めることができる、
という点で意見が一致したからです。委員会メンバーの率直な発言と異なる意見を採り入れるオープン
な議論により、非常に有意義な意思決定ができたと思います。
また、中間目標の目標更新に向け、「アサヒカーボンゼロ」の2030年のScope1、2目標において

SBT1.5℃目標認定の取得や、日本の飲料メーカーとして初となる「RE100」への参画など、目標の
達成確度を高める重要な取組みを決定しました。例えば、RE100への参画は、再生可能エネルギー

の導入拡大に取り組むというグループとしての明確な意志を社内外に示したことで、すべての地域の
社員にグループとしての目標を共有できたと思います。再生可能エネルギー関連の技術に関する新
たな提案を受けるなど、社外からの反響も大きく、新たな事業機会の創出につながっています。持続
可能な社会を実現するには、社会全体、地球全体が一体となる必要があり、こうしたネットワークが何
よりも重要だと考えています。

■ サステナビリティの実現に向けて
私たちは、ステークホルダーの皆様とともに、アサヒグループのサステナビリティの実現に向けた

ストーリーを進めていきたいと思っています。そのためには、サステナビリティの取組みについて、
具体的な目標と予想されるインパクトをステークホルダーの皆様に明確に示した上で施策を推進する
ことが企業としての使命だと考えていますし、計画－実行－評価－改善というサイクルを実効的に
回していくことが重要だと認識しています。
サステナビリティの実現は私たちの目標であると同時に、ステークホルダーの皆様すべての共通の

目標でもあります。そして、現代に生きる私たちの一歩が、未来の人々の「自然の恵み」にあふれた
生活につながっていくことを願っています。

ステークホルダーの皆様とともに、

サステナビリティの実現に向けたストーリーを進めていきたいと思います。
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アサヒグループのサステナビリティ
▶ 方針と戦略

アサヒグループはサステナビリティと経営の完全な統合を目指し、2020年にサステナビリティの方針・ビジョン、マテリアリティ、推進体制を刷新しました。サステナビリティを経営の根幹に置き、

事業成長とともに持続可能な社会の実現に貢献します。

■ サステナビリティへの考え方
アサヒグループは、グループ理念「Asahi Group Philosophy」（以下、AGP)の実現に向けて

「アサヒグループサステナビリティ基本方針」を基軸となる考え方に据え、サステナビリティを
推進しています。また、サステナビリティの推進によって目指す未来の姿を「アサヒグループサ
ステナビリティビジョン」として明文化しています。

■ アサヒグループのマテリアリティ
アサヒグループは5つのマテリアリティと15の取組みテーマを設定し、サステナビリティの

取組みを推進しており、特に「環境」「コミュニティ」をグローバル共通で最優先に取り組むべき
テーマとして設定しています。
事業活動を通じてマテリアリティとして設定した分野の社会課題の解決に貢献し、目指すべき
未来の姿に向けた歩みを通じて、AGPを実現していきます。

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。

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。

アサヒグループサステナビリティ基本方針

アサヒグループサステナビリティビジョン
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　課題の解決　課題の解決　課題の解決
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• 持続可能なサプライ
チェーンの実現

健康健康
人々の健康的な生活に人々の健康的な生活に
寄り添う寄り添う
•食の安全・安心•食の安全・安心•食の安全・安心
•健康価値の創造•健康価値の創造
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環境方針・環境ビジョン
▶ 方針と戦略

アサヒグループはグループ理念「Asahi Group Philosophy」に基づき、アサヒグループ全従業員が遵守し、環境の課題に対して積極的に取り組むことを目的とする「アサヒグループ環境基本方針」を定め

ています。また、持続可能な社会の実現に向けた具体的な目標として「アサヒグループ環境ビジョン2050」を策定し、取組みを進めています。

■ 環境基本方針
「アサヒグループ環境基本方針」は、アサヒグループが「自然の恵み」による多くの商品の原料
を使用する企業グループとして環境に対する方針を定めるものです。アサヒグループ全従業員が
本方針を遵守することで、環境の課題に対して積極的に取り組むことを目的としています。

■ アサヒグループ環境ビジョン2050

アサヒグループは、2050年までに、事業活動における環境負荷ゼロ（ニュートラル）を目指します。
それとともに、アサヒ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創出（プラス）を
目指すことで、事業成長とともに持続可能な社会の実現に挑戦します。

私たちアサヒグループは、水や農作物など「自然の恵み」を享受して事業活動を行って
います。
最高の品質を追求し、期待を超えるおいしさを創造し続けるために、「自然の恵み」を育
む地球環境を次世代に引き継ぐ責任があります。
目指していくのは、環境負荷を低減させるだけでなく、革新的な取組みによって、環境
へプラスとなるような循環を生み出すこと。
事業成長とともに持続可能な社会の実現に挑戦し続けます。

1. 私たちは、各国および各地域の環境法規制を遵守します。
2.  私たちは、環境負荷低減に向けてマネジメントシステムを構築するなど、継続的な改
善に取り組みます。

3.  私たちは、エネルギーや水、原材料などの事業活動に必要な資源の使用効率の改善を
図り、温室効果ガスや廃棄物の抑制、汚染防止や環境保護に努めます。

4. 私たちは、バリューチェーン全体の環境負荷低減に向けて働きかけます。
5. 私たちは、適切な情報開示により、透明性や信頼性を高め、ステークホルダーとの積極
的なコミュニケーションを図ります。

アサヒグループ環境基本方針
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取り組むべき環境に関わるリスクと課題

アサヒグループ環境ビジョン2050全体像

➡ ➡ ➡ ➡

気候変動に関する
規制強化

カーボンプライシング

気候変動

リスク

課題

容器包装に関する
規制強化

容器包装

地球温暖化による
農作物への影響

人口増加による
農作物の需要増加

原料

水資源に関する
規制強化

水資源の需要増加

水資源

「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

1

気候変動への対応

CO₂排出量「ゼロ」へ

事業活動における
環境負荷「ゼロ」を目指す

2050年までに

環境負荷ゼロ（ニュートラル）

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

3
微生物・発酵技術の

活用

強みを活かした
新たな環境価値創出

2
持続可能な資源利用
（農作物原料、
容器包装、水）

事業リスク低減

4
プロセス

イノベーション

画期的な
技術・仕組みの創出

環境価値創出（プラス）
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価値創造プロセスにおける環境・サステナビリティの位置づけ
▶	方針と戦略

  
 
 
 
 
 

 

 
 
　

           　　
　

 
 

研究・開
発

生
産
・

物
流 調

達

マ
ー
ケ
テ

ィン
グ・

販
売

顧客

社会

社員

取引先

株主

大切にする価値観

Values
挑戦と革新
最高の品質
感動の共有

AGP

ＥＳＧの流れ
▶▶▶P12

アサヒグループ
サステナビリティ

基本方針
アサヒグループ
環境基本方針

マテリアリティ

高付加価値化や
収益構造改革による

「稼ぐ力の強化」

アサヒグループ
サステナビリティ
ビジョン

アサヒグループ
環境ビジョン2050

Vision
高付加価値ブランドを
核として成長する

“グローカルな価値創造企業”を
目指す

Mission
期待を超えるおいしさ、
楽しい生活文化の

創造

アサヒグループの
存在価値・目指す姿

AGP

新たな成長源泉の
拡大に向けた

「経営資源の高度化」

持続的な価値創造
プロセスを支える 

「ESGへの
   取組み深化」

中期経営方針
AGPに基づく
“グローカルな

価値創造経営”の推進

戦略

企業価値向上に向けた
行動指針

Principles
すべてのステークホルダーとの
共創による企業価値

向上

AGP

▶▶▶P07-08 ▶▶▶P07-08

「Asahi Group Philosophy」（AGP）では、この先の未来にわたってアサヒグループが長期に果たすべき独自の使命（Mission）とありたい姿（Vision）を掲げています。

これまで培ってきた価値観（Values）と行動指針（Principles）を企業価値創造の源泉とする価値創造プロセスと中期経営方針の着実な実行を通じて、

MissionとVisionの実現を目指します。

この実現に向けて、環境面では「アサヒグループ環境基本方針」を定め、

ステークホルダーとの共創のもと、「アサヒグループ環境ビジョン2050」を実行しています。
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▶ Asahi Group Philosophy 実現に向けて

環境価値創造のあゆみ

■ 1615年
『Grolsch』発売

■ 1842年
『Pilsner Urquell』発売

■ 1900年
日本初の熱処理を施さない
瓶詰生ビール『アサヒ生ビール』発売

■ 1941年
王冠コルク原料自給を目指し
広島県に山林購入（現アサヒの森）

■ 1927年
自動製びん機導入に
よる規格統一

1600 1800 1900 2000

■ 1846年
『Peroni』発売

■ 1892年
『アサヒビール』
発売

■ 1965年
世界初の屋外発酵貯酒タンク
「アサヒタンク」の完成

■ 1971年
日本初のアルミ缶ビール発売

■ 1990年
缶ビールのステイオンタブ方式導入（開缶後も缶体から離れないプルタブ）

■ 1991年　
生活環境部の設置

■ 1972 年
『三ツ矢サイダー』にプリ
ントびん（ACL）とプラス
チック函を投入

「One Value」の原点 第二創業期 飛 躍

■ 1906年
大日本麦酒
株式会社設立

■ 1884年
『平野水』（現『三ツ矢
サイダー』）発売

■ 1917年
国産初育児用ミルク『キノミール』発売

■ 1919年
『カルピス』発売

■ 1930年
『エビオス錠』発売

■ 1954年
ニッカウヰスキー（株）に資本参加

■ 1958年
日本初の缶ビール
『アサヒゴールド』発売

■ 1982年
三ツ矢フーズ（株）
（現アサヒ飲料（株））設立

■ 1992年
アサヒビール食品（株）
（現アサヒグループ食品（株））設立

■ 1874年
『Kozel』発売

■ 1992年
ビール4社がプラスチックパレットの共同利用に合意

■ 1993年　　
「環境保全に関する基本理念」の策定

■ 1998年
全工場で廃棄物 100%再資源化達成

■ 2000年　
「環境基本方針」と「行動指針」の策定

■ 1949年 朝日麦酒株式会社設立■ 1889年 大阪麦酒株式会社設立 ■ 1987年『アサヒスーパードライ』発売

アサヒグループは創業以来、「自然の恵み」を活かしながら、環境負荷を低減させる取組みを進めるなど、おいしさと環境の両立に努めてきました。

今後は、先駆的に環境問題に取り組んできた豊富な経験を活かし、ステークホルダーとの共創を通じて環境価値創造に向けた取組みを進めます。
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「自然の恵み」を活かした事業を開始

事業のあゆみ

効率を追求して環境負荷低減に貢献 環境に取り組む基盤を整備
「自然の恵み」を最大限に活かし、増産、品質保持を追求する中で、
積極的な新技術導入によるおいしさと環境の両立を図る。

競争が激化し、事業を拡大する中で、容器回収の促進、廃棄物
処理の簡素化など、イノベーションによる環境負荷低減を実現。

容器開発競争激化、生産量増加の中で、環境負荷を低減する取組みを本格
展開。また、環境基本方針の策定、担当部署の設立など体制を整備。

環境への
取組み
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▶ Asahi Group Philosophy 実現に向けて

■ 2001年
ニッカウヰスキー（株）完全子会社化
■ 2001年
国内ビール・発泡酒市場でトップシェア

■ 2001年
社有林「アサヒの森」が国際的
な森林承認（FSC認証）を取得

■ 2008年
PIE煮沸法開発(醸造煮沸時間
短縮によるCO2排出量削減）

■ 2008年
次世代型の軽量缶蓋「206径
スーパーエンド」を開発

■ 2005年
グリーンパワー阿蘇風力発電運転開始

2000 2010 2020

■ 2003年
社長直属のCSR委員会の設置

■ 2007年
アサヒグループCSR方針を採択

■ 2002年
神奈川工場がビール業界で初めて「グリーン電力
証書システム」を活用

■ 2007年
博多工場に太陽光発電導入

■ 2011年
純粋持株会社「アサヒグループ
ホールディングス株式会社」へ移行
■ 2011年
東南アジア市場への本格参入
■ 2011年
ニュージーランド酒類大手「Flavoured Beverages 
Group Holdings Limited」の株式取得

■ 2002年
『ミンティア』販売権を獲得
■ 2002年
協和発酵工業（株）から酒類事業を譲受
■ 2002年
旭化成（株）から焼酎・低アルコール飲料
事業を譲受

■ 2018年
ビール 4社による関西・中国・九州間に
おける共同モーダルシフト開始

■ 2009年
アサヒ飲料（株）による
環境出前授業開始
■ 2009年
「うまい！を明日へ！」
プロジェクト開始
■ 2009年
グリーン電力の活用開始
（食品業界初）

事業ポートフォリオ拡充 グローバルな成長への布石

■ 2006年
ベビーフード国内最大手の
和光堂（株）の株式取得

■ 2008年
フリーズドライ国内最大手の
天野実業（株）の株式取得

■ 2009年
オセアニア市場への
本格参入

■ 2012年
カルピス（株）の株式取得

■ 2016年
旧 SABMiller社の
西欧ビール事業を取得

■ 2017年
アサヒバイオサイクル(株)
を設立
■ 2017年
旧 SABMiller社の
中東欧ビール事業を取得

■ 2019年
「Asahi Group Philosophy」を施行

■ 2020年
AB InBev社の豪州事業
（CUB事業）取得

■ 2019年　
「アサヒグループ環境ビジョン2050」
を策定

■ 2020年
国際的な環境イニシアチブ
｢RE100｣に参画

■ 2021年
SBTイニシアチブ
から2030年の
Scope1、2目標に
おいて｢1.5°C目標｣
認定を取得

■ 2015年
バイオマス PETを使用した
「『三ツ矢サイダー』PET1.5L」
を販売（数量限定）

■ 2010年
環境ビジョン 2020
「自然の恵みを明日へ」
を策定

天野実業（株）の株式取得

事業のあゆみ

次世代につながる環境技術を取り入れる 明確なビジョンのもと、環境施策を強化 グローバルな環境経営を推進
CO2排出量削減など、環境負荷を低減させる取組みを推進するとともに、
製品の副産物を利活用する技術を開発。

明確な目標年を掲げた環境ビジョン「自然の恵みを明日へ」
を策定し、グループ全体で環境施策を強化。

国際的な環境イニシアチブへ積極的に参画するなど、グローバル
リーディング企業として、環境問題解決へ向けて世界をリードしていく。

環境への
取組み
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すべてのステークホルダーとの共創による環境価値向上
▶ Asahi Group Philosophy 実現に向けて

アサヒグループは「Asahi Group Philosophy」における行動指針・約束として「すべてのステークホルダーとの共創による企業価値向上」を掲げています。

環境への取組みにおいても、ステークホルダーの皆様とともに環境負荷の低減、及び価値創造に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

アサヒヨーロッパアンドインターナショナル傘下のウルススブリュワリーズ社
（ルーマニア）は、2020年秋にビールブランド『Ciucas』の全国キャンペーン
「Ciucas NCP 2020」において、お客様からプラスチックキャップと金属缶リングを
回収する活動を行いました。キャンペーンを通じて計1,338kgをリサイクルしました。

2019年には、同国の3大ビールフェスティバル（Neversea、Untold、Oktoberfest）
のパートナーとして、ビール缶とプラスチックカップの現地分別回収とリサイクルに取
り組みました。NeverseaやUntoldの会場では、生ビール用にリサイクルが可能な
紙製カップを導入したほか、各会場に素材別の専用回収機を設置しました。また、
容器の回収に協力した参加者に対して特典を設け、積極的にリサイクルへの協力を
呼びかけました。こうした取組みにより、アルミ缶1,200kg以上、プラスチックカッ
プ21,800個以上を回収しリサイクルを行いました。これらの取組みに対し「Green 

Can Business Award 2019 Gala」の表彰を受けました。

投資家との建設的な
対話・ESG説明会の実施

ルーマニアでお客様参加による
ビール容器の回収・リサイクル活動

アサヒグループは、グループ理念「Asahi Group Philosophy」（以下、AGP）を起
点とした「中期経営方針」の重点課題の一つに「ESGへの取組み深化」を掲げ、サス
テナビリティやガバナンスの取組みを強化するとともに、財務情報とESG（環境・社
会・ガバナンス）などの非財務情報を統合した情報開示の質向上に取り組んでいます。

2021年6月には、サステナビリティやガバナンスの担当役員によるESG説明会
を開催しました。AGPのPrinciplesである「すべてのステークホルダーとの共創に
よる企業価値向上」の考えに基づき、アサヒグループのESGの取組みに対しての
理解を深めてもらうことにとどまらず、資本市場との建設的な対話（エンゲージメ
ント）の場となるよう努めました。
アサヒグループは、こうしたエンゲージメントの中で得られた意見や示唆を活

かしながら、サステナビリティを経営の根幹におき、事業成長につなげる「サステ
ナビリティと経営との統合」に向けてさらなる経営改革を加速させていきます。

顧 客 株 主
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▶ Asahi Group Philosophy 実現に向けて

アサヒ飲料（株）は、社員が日本国内の小学校を訪問して、『三ツ矢サイダー』を題材
とした環境に関する出前授業を2009年から実施しています。2018年からは、子ども
たちが主体的に水や地球環境について深く考えるように授業内容を充実させた「『三
ツ矢サイダー』水の未来と環境教室～こどもSDGsスクール～」として開催しています。
授業では、「軟水・硬水」の違いや「ろ過」の仕組みについて、実験を通して学習

した後で、国連が定めた「SDGs（持続可能な開発目標）」を身近な事例を元に学び
ます。授業の最後には、未来の地球環境を守るために「自分たちができること」を
考えるグループワークを行い、環境問題解決への意欲を育むカリキュラムです。

2019年は、日本国内の31校で計1,583名の児童を対象に出前授業を開催し、
75名の社員が参加しました。
※2020年は新型コロナウイルスの感染状況を受けて中止となりました。

アサヒグループは、日本のグループ会社の生産拠点において、水を育む森の
保全活動を積極的に行っています。
「水源地の森保全活動」は、アサヒビール（株）四国工場が2004年、「自分た
ちで使う水は自分たちで保全する」という考えのもとで開始し、全国の生産拠
点に拡大しました。その後、ニッカウヰスキー（株）、アサヒグループ食品（株）、
アサヒ飲料（株）にも活動が広がっています。2020年までに、国内14カ所、187

回の活動が行われ、延べ8,208人が参加しています。
森林保全活動にはグループ会社の社員とその家族が参加し、地域のNPO法

人や森林組合、行政などと協働して植林や下草刈り、枝打ち、間伐などを実施。
活動に必要な林道造りや整備も行っています。同取組みを通じて、社内関係者
だけでなく、地域住民を招くなど広がりが生まれています。

社員が推進する「水源地の森保全活動」 子どもたちに社員が伝える
『三ツ矢サイダー』水の未来と環境教室

社 員 社 員
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▶ Asahi Group Philosophy 実現に向けて

アサヒホールディングスサウスイーストアジア傘下のエチカデア
リーズ社（マレーシア）は、牛乳ブランド『Goodday Milk』の新商品
『Goodday UHT Banana Flavoured Milk』の発売に合わせて、

WWF（世界自然保護基金）マレーシアの活動を支援するキャン
ペーンを開始しました。同キャンペーンは、マレーシアの人々に絶
滅危惧種であるボルネオ島のオランウータンについて知ってもら
い、その保護活動について人々の意識を高めることを目指してい
ます。
『Goodday Milk』の最新のパッケージ
にQRコードを組み込むことで、消費者が
スキャンすれば、絶滅危惧種のオラン
ウータンの現状や同活動を支援するた
めの情報を入手できるようにしていま
す。また、キャンペーンでは、ソーシャ
ルメディアを積極的に活用し、専用の
ハッシュタグを付けて新商品の画像を投
稿すると、投稿数に応じて同社から
WWFへの寄付金が増額される仕組みを
設定し、支援を広く呼びかけました。

アサヒグループは、2019年に「消費から持続可能な社会をつくる市民ネットワーク」
（SSRC）が実施する「企業のエシカル通信簿」の調査に協力しました。それを機会に2021

年、同ネットワークに参加している消費者団体や環境活動団体などの代表13名とアサヒグ
ループのサステナビリティ担当者で意見交換会を開催、「持続可能な社会をともに構築す
るための企業と消費者・市民の在り方」をテーマに対話しました。最近のエシカル消費の動
向や企業への期待などについて説明を受けるとともに、「消費者による商品の選択は企業
への最大のメッセージ。消費者がESGなどサステナビリティ活動に熱心な企業の商品を選
択しやすい社会をつくりたい。」という意見をいただきました。アサヒグループは、こうし
たNPOとの対話を通じて、多様な意見に耳を傾け、環境への取組みに活かしています。
また、アサヒグループは、さまざまなネットワークにも積極的に参画し、企業の枠を越えた対
話や協働を通じて、社会課題の解決に取り組んでいます。2020年12月には、CO₂排出量削
減に向けて関心が高まっている水素の利用促進を目指す
「水素バリューチェーン推進協議会」に参画しました。2021

年3月には、持続可能な脱炭素社会実現を目指す日本の企
業グループ「日本気候リーダーズ・パートナーシップ」に加
盟、会員企業とともに活動を推進しています。

NPOとの対話を通じた社会との共創 マレーシアにおける野生動物
保護キャンペーン

社 会 社 会

SSRC発行「2019年度『企業のエシカル通信簿』プロジェクト報告書」
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▶ Asahi Group Philosophy 実現に向けて

アサヒホールディングスオーストラリア傘下のアサヒビバレッジズ
社は2021年、豪州、ニュージーランド、太平洋島しょ国の政府、
NGOなどが設立したプラスチックのサーキュラーエコノミーイニシ
アチブ「ANZPACプラスチック協定」に加盟しました。加盟者は同協
定が掲げるプラスチックの循環利用に関する具体的な目標に対する
進捗を毎年報告することが求められています。アサヒビバレッジズ
社では、持続可能な包装を実現する取組みとして、2025年までに
パッケージをリユース、リサイクル、堆肥化などで100％有効利用で
きる素材への変更を進めており、これは、同協定及びオーストラリア
包装協定機構（APCO）の目標とも一致しています。

アサヒホールディングスオーストラリア傘下のアサヒビバレッジズ（NZ）社（ニュージーランド）
では、オーガニック飲料ブランド『Phoenix Organics』を通じて、2012年から同国で海岸清掃活
動・植林活動を行う慈善団体「Sustainable Coastlines」を支援しています。2020年も
「Sustainable Coastlines」のゴールド・スポンサーとして、約40名がランギトト島の海岸清掃活
動に参加しました。
「Sustainable Coastlines」は、近年、生態系を脅かす深刻な問題となっている海洋プラスチッ
クごみ問題に対応するため、地元住民や企業、団体、学校などから参加者を募り、海岸の清掃や、
植樹による河川・湖沼の水質改善、ごみ削減の啓発キャンペーンなどさまざまなイベントを通じ
て、人々の環境意識を啓発し、行動変容につなげています。アサヒビバレッジズ（NZ）社は、参加
者への飲料品の提供などを含む年間2万ドル相当の支援を行っているほか、社員や家族もイベン
トに参加し、この活動に協力しています。

ニュージーランドの海岸清掃活動の支援 オセアニアのサーキュラー
エコノミーイニシアチブへの加盟

社 会社 会
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▶ Asahi Group Philosophy 実現に向けて

アサヒグループは、サントリーMONOZUKURIエキスパート(株)、東洋紡(株)、レン
ゴー(株)、東洋製罐グループホールディングス(株)、J＆T環境(株)、岩谷産業(株)、
大日本印刷(株)、凸版印刷(株)、(株)フジシール、北海製罐(株)、(株)吉野工業所
のプラスチックのバリューチェーンを構成する11社とともに、プラスチック問題の
解決に貢献すべく、使用済みプラスチックの再資源化事業に取り組む共同出資会社
「株式会社アールプラスジャパン」を設立しました。2021年7月現在、参画企業は
29社となっています。

(株)アールプラスジャパンは、米国のバイオ化学ベンチャー企業であるアネロ
テック社とともに、環境負荷の少ない効率的な使用済みプラスチックの再資源化
技術の開発に取り組みます。PETボトルを含むその他一般のプラスチックを直接
原料（ベンゼン・トルエン・キシレン・エチレン・プロピレンなど）に戻す技術を開発
することで、CO₂排出量を抑制しながら、より多くの使用済みプラスチックを効率
的に再生利用することを目指します。

アサヒヨーロッパアンドインターナショナル傘下のロイヤルグロルシュ社
（オランダ）は、地元の大手スーパーマーケットチェーン「Jumbo」と協力し、
目標としている2025年までのカーボンニュートラル実現への取組みなどを訴
求する特設コーナーを店内に設置しました。
醸造所で実際に使用されている醸造ケトルと充填ラインを展示し、ビールの
種類や製造法とともに、カーボンニュートラル実現に向けた独自の取組みや進
捗状況を紹介しています。
オランダでは、「Jumbo」はフードロスなど社会課題への取組みを推進す
るサステナビリティの先進企業として知られており、ロイヤルグロルシュ社は
2017年から「Jumbo」と協働で体験型コンセプトのビール特設コーナーを
展開しています。

オランダのスーパーマーケットチェーン
と協働で来店客にCO₂削減などを訴求

業界を超えたプラスチック再資源化
への取組み

取引先

原油 粗原料 原料

選別・
前処理

容器・包装

収集・運搬

消費財

流通

参画企業が構成するプラスチックのバリューチェーン

取引先
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バリューチェーンにおける挑戦
▶ Asahi Group Philosophy 実現に向けて

環境面から挑むこと

自然の恵みを活かし、
期待を超える
おいしさを届ける

研究・開発

リスクと機会

アサヒグループは、「アサヒグループ環境ビジョン2050」の達成に向け、バリューチェーン全体での環境負荷の低減に取り組んでいます。

バリューチェーン各段階における環境負荷を把握し、事業に関わるリスクと機会に対応した「挑戦」を続けることで、「自然の恵み」を次世代につないでいきます。

調　達 生産・物流 マーケティング・
販売
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アサヒグループは、海外を含め
て70超の工場を有するメーカーと
して、生産・物流における環境負荷
低減を重要な課題と認識し、積極
的に取り組んでいきます。

● 生産工程の水使用量削減
● 副産物・廃棄物再資源化
● 省エネ、再生可能エネルギー活用
● 他社との共同配送

気候変動による異常気象などに
起因する原料の収量減少や品質
低下、取水困難といったリスクを
認識し、サプライヤーとの連携で
持続可能な原料・水資源・容器包
装資材の確保に努めます。

● 原料生産地の環境リスク把握
● 環境配慮代替材への切替え

アサヒグループは、エシカル消

費などお客様の環境への意識の高

まりに応え、お客様の期待を超え

る環境価値を提供していきます。

● 環境に配慮したマーケティング

●  生ビールディスペンサー・飲料

自動販売機の省電力化
● 3Rの推進

研究・開発は、さまざまな環境
問題を解決し、新しい価値の創造
に重要な役割を担います。アサヒ
グループは、お客様の環境配慮へ
の要求や新技術への期待に応え
ていきます。

● 環境配慮容器包装素材の開発
●プロセスイノベーション
● 副産物の再資源化
● 付加価値創造

炭素税の導入

顧客意識の変化・環境配慮に対する要求／新技術・新たな発想への期待

原材料の収量減少、品質の低下

プラスチック使用規制強化

代替材への切替の義務化廃棄物規制強化

水使用規制強化

再生可能エネルギー
ソリューション向上

エネルギーの使用規制強化

自然の恵み
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環境活動の全体像
▶	Asahi Group Philosophy 実現に向けて

代替材への
切替の
義務化

水使用
規制強化

（気温上昇、干ばつ、
大雨、水害、
台風等）

原材料の
収量減少、
品質の低下 

プラスチック
使用規制強化

廃棄物
規制強化

社会
課題

リスク

機会

新技術・
新たな発想
への期待

炭素税の導入

エネルギー
の使用規制
強化

再生可能
エネルギー
ソリューション

向上

顧客意識の
変化・環境配慮
に対する要求

● Scope1、2：省エネ活動の推進、再生可能エネルギーの活用
● Scope3：最も排出量の多い原材料生産・購入、輸送における
                  サプライヤー／業界等との協働
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       

CO2排出量
増加による
気候変動

廃棄物による
環境汚染

気候変動

ニュートラル プラス

● 重要農産物原料の環境リスク把握と対策の実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

持続可能な原料調達

ニュートラル

● 製造拠点の水使用量の削減
● 水リスク把握と排除
　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● ウォーターニュートラル

持続可能な水資源

凡　例

ニュートラル アサヒグループの環境への
取組みテーマ

環境負荷ゼロ
（ニュートラル）

環境価値創出
（プラス）

アサヒグループへの影響

※本相関図は、グループ ERM（エンタープライズリスクマネ
    ジメント）に基づき、アサヒグループが認識する主要リスク
    である下記 3つのリスクタイトルと連動しています。

アサヒグループの取組みに
よるポジティブインパクト

循環型社会の構築

ニュートラル プラス

● 容器包装におけるリデュース／リユース／リサイクルの推進
● 3R＋Innovation（プラスチック容器包装）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           ▶▶▶ P00

持続可能な容器包装

ニュートラル プラス

気候変動
による
異常気象

● 価値創造
　① 事業活動で発生する副産物に付加価値を生む技術開発
　② 社会の食資源の循環利用に貢献する技術開発
● 廃棄物管理の推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           ▶▶▶ P00

アサヒグループへの影響

▶▶▶P50

▶▶▶P37

▶▶▶P44

▶▶▶P20

▶▶▶P34

▶▶▶統合報告書 2020 94 ページ

　「  7 大規模自然災害」

　「10 気候変動に関するリスク」

　「12 プラスチック使用」

主要リスク  

アサヒグループは、「気候変動」「異常気象」「廃棄物」といったグローバル共通の社会課題から、事業活動に関わるリスクと機会を特定しました。

特定したリスクと機会に対して、マテリアリティにおいて取組みテーマを設定し、活動を推進しています。

5つの取組みテーマは、すべてリスクと機会の双方に対応しており、取組みを推進することは、社会及びアサヒグループの事業活動にポジティブなインパクトを生み出していくと考えています。
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▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて

アサヒグループは、気候変動への対応が喫緊の課題であると認識しており、CO₂排出量を削減する責任があると考えています。

「アサヒグループ環境ビジョン2050」では、事業活動における環境負荷ゼロ（ニュートラル）を目指すために、「気候変動への対応」を掲げています。

2050年までにCO₂排出量“ゼロ”を目指す目標「アサヒカーボンゼロ」を設定し、

この実現に向けて、原料生産から製造、販売までのバリューチェーンのあらゆる段階において、

ステークホルダーの皆様と協働しながらCO₂排出量を削減するさまざまな取組みを推進しています。

▶▶▶　1.気候変動への対応
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気候変動（アサヒカーボンゼロ）
▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 1.気候変動への対応

■バリューチェーンにおけるCO₂排出割合と取組み

アプローチ

The Challenge 

Our Response

なぜ取り組むのか

地球温暖化により、これまで経験したことのない気候の変化や、熱波による干ばつ、台風や豪雨による
洪水など異常気象が世界各地で発生し、生命や財産に大きな被害をもたらしています。この気候変動問題
は、「自然の恵み」を享受して事業を行うアサヒグループにとって重要な社会課題です。
アサヒグループは、パリ協定や国連のSDGsなどを踏まえ、2050年までにCO₂排出量“ゼロ”を目指す

目標「アサヒカーボンゼロ」を設定し、達成に向けてさまざまな取組みを積極的に推進しています。また、
2019年に「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、シナリオ分析を通じ
て、気候変動へ対応した事業戦略の策定も進めています。
アサヒグループは、今後も気候変動への対応により、事業活動における環境負荷「ゼロ」（ニュートラル）
を目指し、大切な「自然の恵み」を次世代につなげていきます。

どのように取り組むか

アサヒグループは、バリューチェーン上におけるカーボンゼロを達成するため、Scope1、2、3に対して、
製造拠点における再生可能エネルギーの積極的な活用や、製造工程の見直し、物流の効率化など、さまざま
なCO₂排出量削減対策を講じています。
アサヒグループは、バリューチェーン各段階でのCO₂排出量の割合をGHGプロトコルに基づいて算出し

ています。これに基づき、製造及び輸送におけるCO₂排出量削減の取組みをさらに推進するとともに、サプ
ライヤーの皆様との協働により、原料生産段階でのCO₂排出量削減にも取り組んでいきます。

● ステークホルダーとの共創
アサヒグループは、「サプライヤーCSR質問表」に「資源（エネルギー、水、原材料など）の持続可能で効

率的な利用」「GHG（温室効果ガス）の排出量削減」などの項目を設けて、原料生産の段階からCO₂排出量を
把握し、その削減に向けて、サプライヤーに働きかけています。また、製品輸送時の他社との共同配送の
実施、業界団体との協力による消費電力の少ない自動販売機の導入など、バリューチェーンのあらゆる
段階でのステークホルダーとの協働により、CO₂排出量の削減の取組みを進めています。

53%

18%

8%

5%

16%

サプライヤーの方々とのコミュニ
ケーション

環境・省エネルギー設備の導入

新たなクリーンエネルギーモデルの
開発

容器包装の軽量化の促進

他社との共同物流

モーダルシフトの推進

省エネ自動販売機

環境に配慮した容器開発

物流（上流）

マーケティング・
販売

※2020年実績

生　産

物流（下流）

原料生産

20

ASAHI GROUP ENVIRONMENTAL REPORT

目次・編集方針 
At a Glance 
CEOメッセージ
サステナビリティ担当役員メッセージ
方針と戦略
 アサヒグループのサステナビリティ
 環境方針・環境ビジョン
 価値創造プロセスにおける環境・
 サステナビリティの位置づけ
Asahi Group Philosophy 実現に向けて
 環境価値創造のあゆみ
 すべてのステークホルダーとの共創による
 環境価値向上
 バリューチェーンにおける挑戦
 環境活動の全体像

環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて
1.気候変動への対応
  気候変動（アサヒカーボンゼロ）
   ▶アプローチ
   ▶バリューチェーン各段階の取組み
   ▶気候関連財務情報開示タスクフォース

（TCFD）への対応
   ▶データ

2.持続可能な資源利用
  持続可能な原料調達

  ▶アプローチ
   ▶バリューチェーン各段階の取組み
   ▶農産物原料リスク評価
  持続可能な容器包装
   ▶アプローチ
   ▶3Rとイノベーションの取組み
  持続可能な水資源
   ▶アプローチ
   ▶バリューチェーン各段階の取組み
   ▶水リスクの把握と排除
   ▶データ
  循環型社会の構築
   ▶アプローチ
   ▶循環型社会構築への取組み
   ▶データ
環境価値創出（プラス）に向けて 

3.微生物・発酵技術の活用
   ▶アプローチ
   ▶社会課題に対応する取組み

4.プロセスイノベーション
   ▶アプローチ
   ▶技術開発の取組み
マネジメント 
 環境マネジメント体制
 生物多様性に関する考え方
 グリーンボンド

KPI・2020年結果一覧
 報告対象範囲
 社外からの評価



▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 1.気候変動への対応

Social Impact

Our Goals

2050年

2030年

2025年

アサヒグループCO₂排出量削減中長期目標「アサヒカーボンゼロ」
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※1

Scope1,2においてCO₂排出量を50%削減する（2019年比）※2

Scope3においてCO₂排出量を30%削減する（2019年比）※1
Scope1、2においてCO₂排出量を50%削減する（2019年比）※2

Scope3においてCO₂排出量を30%削減する（2019年比）※1

目標

アサヒグループが設定した気候変動への中長期目標「アサヒカーボンゼロ」は、2050年にScope1、2及びScope3にてCO₂排出量ゼロを目指すものであり、2030年には
Scope1、2において50%削減、Scope3において30％削減を目標としています。
「アサヒカーボンゼロ」は、SBT（Science Based Targets）イニシアチブから2030年のScope1、2目標において「1.5℃目標」認定を取得しています。
目標達成に向けては、再生可能エネルギーの導入、製造工程における蒸気などの排熱回収利用、缶列常温充填化などの冷熱利用、コージェネレーション設備の導入、燃料転
換、ISO14001を活用した全事業場での活動などさまざまな施策を実施していきます。
また、「アサヒカーボンゼロ」の達成に向けて、事業で使用する電力をすべて再生可能エネルギーに切り替えるイニシアチブ「RE100」に日本の飲料業界で初めて加盟しました。

  社会へのインパクト

アサヒグループは、バリューチェーン全体でCO₂排出量の削減に取り組み、「アサヒカーボンゼロ」達成を目指すことで、「アサヒグループ環境ビジョン2050」で掲げている事業活動
における環境負荷「ゼロ」（ニュートラル）を実現し、災害や海面上昇などの気候変動問題の解決に貢献します。また、こうした取組みを通じて、SDGs7及び13の目標達成に貢献します。

日本
CO₂排出量を毎年前年比1%以上削減する

日本
•  全生産拠点の購入電力を100%再生可
能エネルギーにする

• CO₂排出量を毎年前年比1%以上削減する

オセアニア
Scope1、2においてCO₂排出量を50%削減
する（2019年比）

オセアニア
豪州とニュージーランドにおいて使用する
電力を100%再生可能エネルギーにする

欧州
工場におけるScope1、2の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

欧州
工場において使用する電力を100%再生可
能エネルギーにする

東南アジア
Scope1、2においてCO₂排出量を毎年前年
比2%削減する

東南アジア
Scope1、2においてCO₂排出量を毎年前年
比2%削減する

気候変動への中長期目標「アサヒカーボンゼロ」

※1 対象範囲：アサヒビール（株）、アサヒ飲料（株）、アサヒヨーロッパアンドインターナショナル社、アサヒホールディングスオーストラリア社
※2 対象範囲：国内事業会社、アサヒヨーロッパアンドインターナショナル社、アサヒホールディングスオーストラリア社告対象範囲

アプローチ
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▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 1.気候変動への対応

ビール製品製造へのグリーン電力活用
アサヒビール（株）は、2007年に当時国内ビール工場最大規模の太陽
光発電設備を博多工場に導入、2009年には当時食品業界最大の年間
4,000万kWhの風力発電及びバイオマス発電によるグリーン電力に
関する契約を日本自然エネルギー（株）と締結し、ビール類の製造に活用

するなど、再生可能エネルギー由来の電力活用を推進してきました。
現在、全工場で製造する『アサヒスーパードライ』缶350ml及び缶500ml、ノンアルコール

ビールテイスト飲料『アサヒドライゼロ』缶350ml、すべてのギフトセットのビール類の製造
にはグリーン電力を活用する取組みを行っています。
本取組み、及びアサヒグループ本社ビルでのグリーン
電力の活用により、2009年～2020年の累計で
約116,000t※のCO₂排出量削減を実現しました。
また、『アサヒスーパードライ』缶350mlの缶体
や包装資材、ギフトセットの外箱などには、グリーン
電力を活用して製造された製品であることを示す
「グリーン・エネルギー・マーク」を記載しています。
※CO₂排出係数は電気事業連合会より毎年公表される最新係数を使用
（2016年以降は電気事業低炭素社会協議会の係数を使用）

コーポレートPPAによる
再生可能エネルギー導入（豪州）
アサヒホールディングスオーストラリアは、CO₂排出量ゼロを目指してコーポレートPPA（電力購
入契約）によって再生可能エネルギーを購入しています。

2019年には、豪州のエネルギーソリューションプロバイダーBayWa r.e.社が豪ビクトリア州に建設した同州最
大級の太陽光発電所Karadoc Solar Farmが正式に稼働を開始し、アサヒホールディングスオーストラリア傘下の
カールトン＆ユナイテッド・ブルワリーズ社（CUB）にも電力供給を開始しました。発電所の敷地面積は約270ha、
33万枚のソーラーパネルを備え、発電出力は112MWです。同発電所建設により、CUBはBayWa r.e.社と年間

7万4,000MWhの電力供給を受ける12年間のPPAを締結しました。このPPAにより
CUBは再生可能エネルギーを調達できるだけでなく、電力購入費用を削減し、
長期にわたって電力を確保することが可能になりました。2025年までに購入する
電力の100％を再生可能エネルギー源から調達するというCUBの目標の実現に
大きく近づきました。

2020年時点で、CUBの主力ビールブランド『Victoria Bitter』は、100％太陽
光電力を用いて製造されています。

風力発電によるビール製造（欧州）
アサヒヨーロッパアンドインターナショナルは、2025年までにすべての
工場の電力を再生可能エネルギーに切り替え、2030年までにカーボン
ニュートラルな工場にすることを目指していま
す。各国の工場でそれぞれ取組みを進めてお

り、ポーランドでは2021年、100%再生可能エネルギーにより
発電された電力を用いた製造を実現しました。ルーマニアでは
2023年、イタリアでは2024年までの実現を目指しています。
ポーランドの主力プレミアムビールブランド『Lech』は、風力
発電の電力のみで醸造していることを明記した新しいパッ
ケージを作成しました。 コーポレートPPAによる再生可能エネルギー導入（オーストラリア） Photo credit  :  BayWa r.e. renewable energy

太陽光発電のみで製造するオース
トラリアのビールブランド『Victoria 
Bitter』

PPA契約 年間7万4,000MWh

生　産

Scope1+2

生　産

Scope1+2

生　産

Scope1+2

バリューチェーン各段階の取組み

この製品の当社製
造における、自家
発電を除く電力の
全ては、グリーン
電力です。

見出しのアイコンの位置づけは、P.20をご参照ください。
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バリューチェーン各段階の取組み

▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 1.気候変動への対応

同業他社とのパートナー
シップによる共同物流
アサヒグループは、日本において環境に配
慮した輸送へのさまざまな取組みを行ってい
ます。

省エネ法の定める特定荷主であるアサヒビール（株）、アサ
ヒ飲料（株）や、グループ物流会社であるアサヒロジ（株）の取
組みのほか、近年では同業他社との協力による取組みを推進
しています。

2017年から、アサヒビール（株）とキリンビール（株）、サッポ
ロビール（株）、サントリービール（株）（以下、4社）は、北海道の
道東エリアの一部（釧路・根室地区）において共同物流を開始し
ました。トラック単位に満たない荷物を対象に、4社の製造・物
流拠点からJR札幌貨物ターミナルに商品を集積し、配送先別の
鉄道とトラックに各社の商品を積み込み配送しています。また、
2018年からは、関西・中国-九州間で4社の専用列車を運行し、共
同でモーダルシフトに取り組んでいます。
このほか、日本全国でビールパレットの共同回収を実施し
ています。この取組みにより、回収車両の積載効率の向上、
回収距離の短縮や回収運用に関わるトラック台数の削減が
可能になり、4社合計で、年間のCO₂排出量が約4,778トン
（従来比で約47％）削減できると試算しています。

バイオマス発電の熱利用（オランダ）
アサヒヨーロッパアンドインターナショナル傘下のロイヤルグロルシュ社（オランダ）は、2020年、バイオマス

発電による電気、熱、蒸気を供給するTwence社から、発電時に発生する熱エネルギーの供給を受ける契約を締結
しました。
これにより天然ガスの使用量を300万m³削減し、天然ガスの使用により発生するCO₂排出量を年間72％削減でき

ると見込んでいます。Twence社からの熱エネルギー供給用のパイプラインは、2021年に建設に着手、2022年から供給が開始され
る計画です。供給された熱エネルギーは、低温殺菌装置の加熱、ボトルやプラスチックケース洗浄機、建物内の暖房に使用する予定
です。
ロイヤルグロルシュ社は「2025年までに使用するすべてのエネルギーを持続可能な方法で生産されたものに切り替え、100％

カーボンニュートラルな醸造所になる」という目標を掲げ、これまでも積極的にエネルギー消費量やCO₂排出量の削減に取り組んで
おり、すでに2020年に購入する電力を100％再生可能エネルギー由来の電力に切り替え、CO₂排出量の6,700トン削減を実現して
います。

CO2排出量72% / 年削減

CO2排出量

約4,778トン / 年削減

生　産

Scope1+2

物流（下流）

Scope1+2
Scope  3
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▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 1.気候変動への対応

気候関連財務情報開示タスクフォース（ TCFD）への対応

＜2019年の分析結果＞

2019年はビール事業のシナリオ分析を実施しました。気候変動により、事業に重要な原料であ
る農産物の収量減や炭素税の導入にともなう製造コストの上昇、農産物生産地や製造拠点の水ス
トレス・洪水リスクの増大などの大きな影響が明確になりました。一方、対応策を検討する中で、こ
うしたリスクの緩和策や適応策を強化することにより、大きな影響を低減し機会を獲得できる可
能性も見えてきました。

＜2020年の分析結果＞

2020年はビールを含む全酒類事業及び飲料事業に対象を拡大しました。さらに、2019年に実施
したビール事業での分析を深化させ、気候変動による事業影響評価及び対策の検討を行いました。

TCFD 提言への取組み深化
アサヒグループは、気候変動によるリスクと機会に関連する事業インパクトの評価及び対応策
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不可欠であると認識し、「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ています。

2019年にビール事業のシナリオ分析を開始し、2020年にはビールを含む全酒類事業及び飲料
事業に対象を拡大しました。2021年には食品事業を含めた主要事業を対象にシナリオ分析を実施
する計画を進めています。気候関連問題の事業インパクトを明確化し対応策を講じることで、事業
の持続性向上を図るとともに、投資家との対話を進め、企業価値の向上につなげていきます。

ガバナンス
アサヒグループは、気候変動をサステナビリティの重要課題として捉え、CEOを委員長とする

「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
役会の監督の下でPDCAの強化を図っています。2020年12月に実施した「グローバルサステナビ
リティ委員会」において、各Regional HeadquartersのCEOを含むメンバーで2030年のグループ
のCO₂排出量削減目標について活発な議論を行いました。その結果、目標値の上方修正を決定し、
積極的な取組みの推進にコミットしています。

戦略

■シナリオ分析の結果概要
アサヒグループは、2019年に実施したビール事業に加え、2020年にはビールを含む全酒類事業

及び飲料事業を対象に気候変動リスク・機会による事業インパクト、対応策の検討に向けて、シナリオ
分析を実施しました。なお、この分析は、国連気候変動に関する政府間パネル（以下、IPCC）による
RCP2.6（2℃未満シナリオ）、RCP8.5（4℃シナリオ）及び国際エネルギー機関（以下、IEA）による
シナリオを参照しています。

2020年のシナリオ分析取組み全体概要
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▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 1.気候変動への対応

■ STEP 1: リスク重要度の評価
気候変動にともなう移行リスクや物理的リスクなど、さまざまなリスク・機会がある中で、アサ
ヒグループの酒類事業、飲料事業にとって重要なリスク・機会を以下の表のとおり特定しました。

■ シナリオ分析の詳細
酒類事業及び飲料事業（農産物原料と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て
います。

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

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

生産
（自社操業）

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
組んでいるが、炭素税導入については、国・地域によって状況は
違うものの、財務インパクトが大きいと想定される。

プラスチック
（PET）

リスク
飲料事業の主要容器であるPETボトルは化石燃料を原料に製造
されているため、炭素税が導入された場合、調達コストへの影響
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るため、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
機会

リスク
環境配慮意識の高まりにともなうリスク・機会が、売上高に影響
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
原料価格の高騰やそれにともな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・飲料の消費量は、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。

気候関連財務情報開示タスクフォース（ TCFD）への対応
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▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 1.気候変動への対応

❷ 飲料事業の高リスク農産物原料の財務影響額試算
飲料事業における高リスク農産物原料となるコーヒーとトウモロコシを対象に、将来の価格を
推定し、財務影響額を試算しました。
現在の飲料事業（海外含む）における原料購入金額をベースに価格影響額を試算した結果、トウモロ
コシ関連で19.7億円、コーヒー関連で約26.6億円のコスト上昇の可能性があることがわかりました。

※金額算出根拠:過去の価格推移から、変動要因（生産量・消費量のバランス、一人当たりGDP、相場前年価格、エタノール原料への投入
割合（トウモロコシのみ））を抽出し、回帰分析を用いて過去の価格を再現する計算式を導き出しました。その計算式に将来の生産量と
消費量、一人当たりGDP、エタノール原料への投入割合（トウモロコシのみ）の予測値を入力し、将来の価格を推計しています。

■ STEP 3: 事業インパクト評価

2019年に引き続き、2020年に抽出した重要リスクの中でも、農産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増加が特に大きな影響を及ぼす可能性があることを
認識し、以下の分析・事業インパクト評価を実施しました。

＜主要項目＞

1. 農産物原料影響調査
❶ 主要農産物原料の収量変化予測
❷ 飲料事業の高リスク農産物原料の財務影響額試算

2. 炭素税導入による財務影響額試算
❶ 生産（自社操業）
❷ PETボトル（バリューチェーン）

1. 農産物原料収量への影響調査
❶ 主要農産物原料の産地別収量変化予測
初年度の2019年は、ビール事業（海外含む）で使用する主要農産物原料（大麦、ホップ、トウモロ

コシ、コメ）の気候変動影響について分析し、気候変動により収量が減少するリスクがあることを
把握しました。2020年は、飲料事業（炭酸飲料、乳性飲料、コーヒー飲料など）、ビールを除く酒類事
業（洋酒、焼酎など）の主要原料となるコーヒー、乳、砂糖の起源原料も対象に加えました。そして、
2050年収量予測について、気候変動による農産物影響に関する複数の文献を分析し、農産物の種
類別のみならず生産エリア別に試算することにより、きめ細かな収量の変化を確認しました。その
結果、特にトウモロコシとコーヒーにおいて4℃シナリオの場合、複数の産地で大幅に収量が減少
することがわかりました。

2050年時点におけるシナリオ別収量予測（現在収量比）

トウモロコシ価格の見通し
（セント/ブッシェル）

気候関連財務情報開示タスクフォース（ TCFD）への対応
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▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 1.気候変動への対応

2. 炭素税導入による財務影響額試算
❶ 生産（自社操業）
炭素税が導入された際の生産に関わ
る2030年、2050年の事業インパクトを
算出しました。2030年は炭素税価格を
100ドル/トン、2050年は144ドル/トン
と見込み試算した結果、2030年は酒類事
業、飲料事業の合計64.7億円、2050年は
64.3億円と試算されました。2050年は、
再生可能エネルギーの普及により電気由
来のCO₂排出量がゼロになることが見込
まれますが、炭素税価格の上昇により炭素
税の総額はほぼ同額となる見込みです。
※金額算出根拠:製造段階におけるCO₂排出量から
影響額を算出しています。Scope2排出係数は、IEA World Energy Outlook2020によるものです。炭素税額は、IEA World 
Energy Outlookの予測値から独自に推計し、2050年時点（144ドル）、2030年時点（100ドル）と設定しています。

❷ PETボトル（バリューチェーン）
飲料事業のサプライチェーン全体の
中で、炭素税導入の影響が大きいもの
としてPETボトルを特定し、アサヒグ
ループが使用しているPETボトルに対
して炭素税が導入された場合の影響額
を試算しました。原料の採掘からPET樹
脂製造に係る炭素税の影響をすべて購
入価格に転嫁されたと仮定した場合、
62.3億円のコスト増となる試算結果と
なりました。
※金額算出根拠:炭素税額は、IEA World Energy 

Outlookの予測値から独自に推計し、2050年時点
（144ドル）と設定しました。

生産コストへの影響
（億円）

PETボトル価格転嫁への影響

■ STEP 4: 対応策の検討

1. 農産物収量減に対する対応策の方向性
アサヒグループは、主要農産物の収量減のリスクに対して、以下の施策に取り組んでいきたいと
考えています。

❶ サプライヤーとの協働
農産物に関するリスクをサプライヤーと共有し、気候変動に対応可能な品種の改良や、現在使用し
ている素材の代替品の開発を検討しています。また今後、アサヒグループとサプライヤーとの協力関
係を強化し、これまで以上に将来的な収量減に対応するための各施策の実行を進めていきます。

＜重要原料の環境リスク（気候変動、水、生物多様性）調査結果の共有・対策＞

アサヒグループは、「環境ビジョン2050」の取組みテーマのひとつとして「持続可能な原料調達」
を掲げ、原料の持続可能性について取組みを進めています。その中で、主要な農産物原料について、
気候変動、水、生物多様性の観点からリスク調査を行っており、その調査の結果、将来的なリスクが
発見された場合、サプライヤーとその結果を共有し、対策を検討する取組みを2020年から開始して
います。

❷ 農家支援
アサヒグループは、イタリアにおいて製品の原料となる大麦の農家を支援したり、チェコにおいて
ホップ栽培のスマート農業化を進めるパイロット試験に取り組むなどしています。

❸ 自社技術の活用
アサヒグループは、「ビール酵母細胞壁」を活用し
た農業資材を開発しています。同資材は植物の発根
を促進させる効果があり、これを活用することで農
産物の気候変動による環境変化への対応力向上が期
待できます。すでにさまざまな農産物で実績があり、
今後この農業資材の活用を拡大するとともに、応用
研究を進めていきます。
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▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 1.気候変動への対応

2. 炭素税導入による生産コスト増加への対応策の方向性
アサヒグループは、すでにCO₂排出量削減に向けた高い目標を掲げて野心的に取り組んでいます。

❶ 2030年CO₂排出量削減目標を上方修正
2050年のCO₂排出量ゼロの達成に向けて取組みを加速させるために、2030年の目標値を従来

の30%削減から50%削減に上方修正しました。これにより、2030年には取り組まなかった場合
と比較して22.3億円、2050年には64.3億円全額の削減効果があることを確認しています。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。

❷ 自社技術の応用
脱炭素に向けた取組みとして、CO₂排出量削減の新たなモデルとなりうるビール工場排水由来

のバイオメタンガスを利用した燃料電池による発電の実証事業を、アサヒビール（株）茨城工場に
て開始しています。

3. 炭素税導入によるPETボトル価格転嫁への対応策の方向性
アサヒグループは、グループ全体で「3R+Innovation」の目標を掲げ、リサイクルPETボトル比率を

上げるなどの容器包装による環境負荷低減に取り組んでいます。

❶ リサイクルPETボトルへの切替え
すでにオーストラリアにおいてリサイクルPET100%のミネラルウォーター『Cool Ridge』を

発売しています。日本では、2019年7月から『カルピスウォーター』などでリサイクルPET樹脂の
使用を開始しています。今後も3Rの取組みに加え、他社とのアライアンス強化により、マイナス
影響を極小化していきます。

❷ PETボトルの軽量化
アサヒグループの事業会社では、継続してPETボトルの軽量化に取り組むとともに、代替容器

の検討やバイオマス素材のPETボトルの採用拡大についても検討を進めています。

インターナルカーボンプライシング制度の導入検討開始
アサヒグループは、インターナルカーボンプライシング（ICP）制度の導入に向けた検討を開始し

ました。ICP制度の導入により、設備投資計画において、CO₂排出量の増減にともなう財務インパク
トを可視化し、リスク／機会の把握を行っていきます。CO₂の排出増減をともなう設備投資計画につ
いては、設定した社内炭素価格を適用し、仮想的な費用に換算して、投資判断基準の参考指標とし
て運用していくことを計画しています。ICP制度を効果的に活用することでCO₂排出削減に資する
設備投資計画を後押しし、「アサヒカーボンゼロ」の取組みをさらに推進していくことを目指します。
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▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 1.気候変動への対応

リスク 既存の取組み 対応策の方向性 機会

原料価格高騰

•複数購買によるリスク分散化など
•農産物原料のリスク調査（気候変動、水、生物多様性）結果のサプラ
イヤーとの共有及びリスク対応に向けてのコミュニケーション強化

•農家支援（イタリアの大麦、チェコのホップなど）

•ビール酵母細胞壁による気候変動影響緩和機能の農産物原料への
応用
•サプライヤーとの協働による環境変化対応新品種の評価・採用の継続
検討

•原料の持続可能な調達に向けた支援先及び規模拡大の検討
•安価で高品質な原料確保に向けた共同研究を含む研究開発

•ビール酵母細胞壁の素材ビジネスの拡大

炭素税（生産）

•「アサヒカーボンゼロ」の2030年目標値の引き上げ
•RE100への参画
•SBT1.5℃認証の取得
•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の導入
•高効率冷凍機の導入

•さらなる再生可能エネルギーの導入・活用
•バイオメタンガスを利用した燃料電池発電技術の確立

•バイオメタンガス燃料電池の技術開発及び普及促進による、持続
可能な地球環境の実現への貢献

炭素税
（PETボトル）

•オーストラリアにおけるリサイクルPET100%のミネラルウォーター『Cool 
Ridge』の発売
•プラスチック方針「3R+Innovation」の制定
•リサイクルPETボトル導入に向けたリサイクラーとの協働・JV
•容器包装指針の導入
•リサイクルPET導入比率向上に向けたサプライヤーとの協働
•PETボトル軽量化の取組み

•さらなるリサイクルPET導入比率向上に向けた新規調達の取組みの
加速
•代替容器の検討
•バイオ素材PETボトル採用拡大の検討

•リサイクラーとの協働によるリサイクルPET調達コストの削減

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年までに日本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削減や回収水の有効利用）

•水使用のさらなる効率化（大規模リサイクルシステムの導入）
•主要原料産地における水リスクの把握及び分析に基づく対応の検討

顧客行動の
変化

•『アサヒスーパードライ』350ml缶、500ml缶及びギフトセットのビール類、
　『アサヒドライゼロ』350ml缶に「グリーン・エネルギー・マーク」を記載
•オーストラリアにおける太陽光発電電力100%のビール『Victoria 

Bitter』発売
•ポーランドにおける風力発電電力100%のビール『 Lech』発売

•エシカル消費拡大への対応（対応商品の開発、認証原料の使用など） •『アサヒスーパードライ』など再生可能エネルギー100%の製品の
　販売拡大

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

■ まとめ:重要リスクへの対応策及び機会
重要リスクへの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。
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▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 1.気候変動への対応

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います。
グループエンタープライズリスクマネジメント（以下、ERM）において「気候変動」をグループの
主要リスクとして扱い、ERM体制下でPDCAサイクルを回しながら、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、グループ全体でのリスクマネジメントを行っ
ています。

指標と目標
アサヒグループは、気候変動への中長期目標「アサヒカーボンゼロ」を設定しており、2050年に

CO₂排出量“ゼロ”を目指しています。この達成確度を上げるために、2020年12月に、2030年の目
標を50%削減（2019年比）に上方修正するとともに、RE100への参画やSBT1.5℃認証の取得など
ロードマップを更新して取組みを進めています。そのほか、農産物原料・容器包装・水などの資源に
ついても持続可能な利用を実現する施策を掲げ、取組みを推進しています。
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▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 1.気候変動への対応

CO₂排出量実績・原単位

Scope3の内訳

※1 集計範囲：2019年まではアサヒビール（株）、アサヒ飲料（株）のみ。2020年からはアサヒビール（株）、アサヒ飲料（株）、ア
サヒヨーロッパアンドインターナショナル、アサヒホールディングスオーストラリア（集計範囲の詳細はこちら ▶▶▶       ）

※2売上収益に対する生産原単位CO₂排出量
※3製品klに対する生産原単位CO₂排出量
※2014年、日本の「グリーンエネルギーCO₂削減相当量認証制度」により、グリーン電力証書によるCO₂削減貢献量を「地球温暖化対策
の推進に関する法律（温対法）」に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度などに活用できるようになりました。そのため、
2014年実績分からCO₂削減貢献量を反映できますが、本表にはグリーンエネルギーによるCO₂削減貢献量のみ記述しています。

※（8）リース資産（上流）について、賃借しているリース資産におけるCO₂排出量はScope1、2でカウントしているため
対象外としています。

※（10）販売した製品の加工について、中間製品はなく、対象外としています。
※（13）リース資産（下流）について、賃貸しているリース資産におけるCO₂排出量はScope1、2でカウントしているため
対象外としています。

※（14）フランチャイズは無いため、対象外です。
※（15）投資は事業特性上対象外です。
※集計範囲：2019年まではアサヒビール（株）、アサヒ飲料（株）のみ。2020年からはアサヒビール（株）、アサヒ飲料（株）、
アサヒヨーロッパアンドインターナショナル、アサヒホールディングスオーストラリア

事業名 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

Scope1 367 361 463 492 463

Scope2 256 259 419 429 367

Scope1+2 623 619 881 921 830

Scope3※1 3,169 2,912 2,899 3,084 5,497

Scope1+2
原単位

（kg-CO₂/百万円）※2 365 297 416 441 409

（kg-CO₂e/kl）※3 79 81 75 78 72

Scope3原単位（kg-CO₂/百万円） 1,857 1,397 1,367 1,476 2,711

売上高（10億円） 1,707 2,085 2,120 2,089 2,028

カテゴリ 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

（1）購入した製品・サービス 1,845 1,821 1,862 2,019 3,424

（2）資本財 314 141 98 109 78

（3）Scope1、2に含まれない燃料
  及びエネルギー関連活動

61 60 60 71 132

（4）輸送、配送（上流） 417 370 386 391 487

（5）事業から出る廃棄物 4 4 4 4 7

（6）出張 1 1 1 1 5

（7）雇用者の通勤 3 3 3 4 16

（8）リース資産（上流） 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

（9）輸送、配送（下流） 143 137 138 144 351

（10）販売した製品の加工 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

（11）販売した製品の使用 327 325 296 289 904

（12）販売した製品の廃棄 55 50 52 50 93

（13）リース資産（下流） 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

（14）フランチャイズ 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

（15）投資 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外

合計GHG排出量 3,169 2,912 2,899 3,084 5,497

Scope1、2のCO₂排出量・原単位の推移
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※2016年から原単位の算出に国際財務報告基準（IFRS）に準拠した売上収益を適用しています。
※海外CO₂排出量は2017年まではオセアニアのみ、2018年からは欧州、2019年からは東南アジアが範囲に
加わっています。

※集計範囲：日本及び海外事業のScope1+2（集計範囲の詳細はこちら ▶▶▶       ）

単位：千t-CO₂

単位：千t-CO₂

データ
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▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 1.気候変動への対応

2020年Scope3のGHG排出量 エネルギー使用量・原単位の推移

輸送によるCO₂排出量の推移
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※ アサヒグループの荷主としての委託輸送に伴って発生するCO₂排出量
※集計範囲の詳細はこちら ▶▶▶

※集計範囲：アサヒビール（株）、アサヒ飲料（株）、アサヒヨーロッパアンドインターナショナル、アサヒホールディングス
オーストラリア

※合計値が100にならないのは四捨五入によるもの
※2016年から原単位の算出に国際財務報告基準（IFRS）に準拠した売上収益を適用しています。
※海外エネルギー使用量は2017年まではオセアニアのみ、2018年からは欧州、2019年からは東南アジアが
範囲に加わっています。

※集計範囲の詳細はこちら ▶▶▶

再生可能エネルギー由来の電力の利用

2020年

再生可能エネルギー由来の電力使用量総計（GWh） 113

再生可能エネルギー由来の電力使用率 12％

※集計範囲の詳細はこちら ▶▶▶

❷ 資本財 1％

❹ 輸送、配送（上流）9％

❶ 購入した製品・サービス 62％

❾ 輸送、配送（下流） 6％

販売した製品の使用 16％

販売した製品の廃棄 2％

❼ 雇用者の通勤 0.3％

❻ 出張 0.1％

❺ 事業から出る廃棄物 0.1％

❸ Scope1、2に含まれない燃料
及びエネルギー関連活動 2％

2020年総排出量

5,497千t-CO₂e

データ
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▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて

▶▶▶　2.持続可能な資源利用

気候変動の影響を受けた熱波による干ばつ、台風や豪雨による洪水などの異常気象は、

「自然の恵み」を享受して事業活動を営むアサヒグループに多くの影響を与えます。

アサヒグループは、「アサヒグループ環境ビジョン2050」のもと、事業活動における環境負荷ゼロ（ニュートラル）を目指すため、「持続可能な資源利用」を目標に掲げ、

農産物を中心とした原料調達、容器包装、水資源の観点から、限りある資源を有効に活用するとともに、事業リスクの低減に努めています。

同時に、廃棄物削減と副産物に新たな価値を付加して再利用する取組みを推進し、循環型社会の構築を目指します。
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持続可能な原料調達
▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 2.持続可能な資源利用

■バリューチェーンにおける
　持続可能な原料調達の取組みThe Challenge 

Our Response

なぜ取り組むのか

気候変動によって生じた熱波や豪雨などの異常気象は、農産物原料の収量や品質に大きな影響を与える可能性があります。そのためアサヒグループの農産物原
料である穀物や果実などは、調達先の変更や代替品の確保を迫られる恐れがあります。アサヒグループが事業を継続していくためには、こうしたリスクに対応しな
がら原料を安定的に確保することが不可欠です。また、原料生産地の環境を維持するには、農産物原料を生産する際の生態系や人権に対する配慮も欠かせません。
アサヒグループは、将来にわたって農産物原料を枯渇させずに安定して確保する仕組みの構築を進め、大切な「自然の恵み」を次世代につなげる持続可能な
原料調達の実現を目指していきます。

どのように取り組むか

アサヒグループは、地球環境や地域社会に配慮した持続可能な原料調達の実現に向けて、原料サプライヤーの皆様に「アサヒグループサプライヤー行動規範」
の遵守をお願いするとともに、人権の尊重や環境への配慮などを定めた「アサヒグループ持続可能な調達基本方針」に基づいた調達活動を推進しています。
農産物原料においては、酒類・飲料事業の重要原料を特定し、農産物及び生産地における環境リスク、人権リスクについて重要原料のリスク評価を開始しました。
評価されたリスクについては、現地情報の確認、リスク対策を進めています。また食品事業については、事業継続の視点から重要原料の選定に取り組んでいます。

● ステークホルダーとの共創
アサヒグループは、環境問題に結びつく可能性が高い原料生産地についてリスク評価を行うとともに、生産地のサプライヤーとリスクに関する情報共有を進めています。特に、

酒類事業の重要原料である大麦・ホップの欧州の生産地においては、地域のステークホルダーと協働で環境負荷低減と高品質な原料の安定生産を目指した取組みを行っています。
また、各地域で農業支援の取組みを推進しているほか、生産時の副産物を活用した農業資材の開発などを通じてステークホルダーとともに持続可能な原
料調達の取組みを推進しています。

目標

アサヒグループは、「農産物・生産地」において、環境リスク・人権リスクのない農産物原料調達を目指します。環境リスクでは、気候変動、水リスク、生物多様性
の視点で、人権リスクでは、地域社会や農園における環境や人権の視点で評価を行い、サプライヤーのリスクの現状確認、対策を進めていきます。

 社会へのインパクト

アサヒグループは、農産物原料の収量や品質に大きな影響を与える可能性のある環境リスクに対応し、持続可能な原料調達の取組みを推進するこ
とで、「アサヒグループ環境ビジョン2050」で掲げている事業活動における環境負荷「ゼロ」（ニュートラル）を目指し、原料調達地域における持続的
な農業の実現に寄与していきます。また、こうした取組みを通じて、SDGs12の目標達成に貢献します。

農産物原料リスク
評価

農産物生産地の
農業支援

農産物生産地サ
プライヤーとの
情報共有

ビール醸造の
副産物活用

調　達

Our Goals

Social Impact

アプローチ

生　産

原料生産
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▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 2.持続可能な資源利用

イタリアにおける農業支援プロジェクト「Campus Peroni」
アサヒヨーロッパアンドインターナショナル傘下のビッラペローニ社（イタリア）は、ビールの原料となる大麦などの穀物
栽培の側面から農業の生産性や持続可能性などを支援するプロジェクト「Campus Peroni」を2018年から実施しています。
このプロジェクトは、ビッラペローニ社、国立農業研究センター（CREA）、イタリアの大学7校の農学部とのパート

ナーシップに基づき実施されています。プロジェクトの柱として「持続可能な大麦栽培」と「イタリア産の麦芽100％」を掲げ、農業生産者
に対するトレーニングや交流機会を提供し、穀物の栽培に関する研究やイノベーションを促進しています。
本プロジェクトに参加する学生は、大学での農業研修や農場訪問などを通じて、大麦栽培とサステナビリティについて学んでいます。
訪問先では生産者が指導者として、大麦栽培の技術、麦芽製造プロセス、現代の農場経営などについて学生に伝えています。さらに、農場経
営者とともに、栽培技法の改善や環境への影響を測るため、IT技術などを農業に活かしたソリューション の開発や試験が行われています。
本プロジェクトは、ビール生産のサプライチェーンの強化につながる強固なネットワークの構築を可能にする優れたモデルとして評価さ

れています。

目標：イタリア産の麦芽100%

原料生産

農産物原料（重要原料）

■酒類事業
アサヒグル－プの旗艦ブランドである『アサヒスーパードライ』の主原料である大麦、トウモロコシ、ホップ、米を
重要原料とし、世界約150地域の原料調達先・生産地について調査を行いました。

■ 飲料事業
飲料事業における農産物原料の調達規模及び調達範囲から、コーヒー、砂糖（サトウキビ、テンサイ）、トウモロ
コシ、生乳、脱脂・全粉乳を重要原料とし、世界約100地域の原料調達先・生産地について調査を行いました。

■ 食品事業
食品事業における農産物原料についても、事業継続の視点から重要原料の選定に現在取り組んでいます。

酒類、飲料事業の重要農産物原料の調査地域

バリューチェーン各段階の取組み

農産物原料リスク評価

見出しのアイコンの位置づけは、P.34をご参照ください。

35

ASAHI GROUP ENVIRONMENTAL REPORT

目次・編集方針 
At a Glance 
CEOメッセージ
サステナビリティ担当役員メッセージ
方針と戦略
 アサヒグループのサステナビリティ
 環境方針・環境ビジョン
 価値創造プロセスにおける環境・
 サステナビリティの位置づけ
Asahi Group Philosophy 実現に向けて
 環境価値創造のあゆみ
 すべてのステークホルダーとの共創による
 環境価値向上
 バリューチェーンにおける挑戦
 環境活動の全体像

環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて
1.気候変動への対応

  気候変動（アサヒカーボンゼロ）
   ▶アプローチ
   ▶バリューチェーン各段階の取組み
   ▶気候関連財務情報開示タスクフォース

（TCFD）への対応
   ▶データ

2.持続可能な資源利用
  持続可能な原料調達

  ▶アプローチ
   ▶バリューチェーン各段階の取組み
   ▶農産物原料リスク評価
  持続可能な容器包装
   ▶アプローチ
   ▶3Rとイノベーションの取組み
  持続可能な水資源
   ▶アプローチ
   ▶バリューチェーン各段階の取組み
   ▶水リスクの把握と排除
   ▶データ
  循環型社会の構築
   ▶アプローチ
   ▶循環型社会構築への取組み
   ▶データ
環境価値創出（プラス）に向けて 

3.微生物・発酵技術の活用
   ▶アプローチ
   ▶社会課題に対応する取組み

4.プロセスイノベーション
   ▶アプローチ
   ▶技術開発の取組み
マネジメント 
 環境マネジメント体制
 生物多様性に関する考え方
 グリーンボンド

KPI・2020年結果一覧
 報告対象範囲
 社外からの評価



▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 2.持続可能な資源利用

農産物原料リスク評価
農産物原料について、農産物及び生産地の環境リスク、人権リスクを把握するための評価を開始して
います。

■ 環境リスク
TCFD提言が求めるシナリオ分析による「❶気候変動の影響」、農産物の生育に欠かせない「❷水資

源の影響（水リスク調査）」、継続的な農産物生産活動による「❸生物多様性への影響」の3つの評価を
実施しています。

❶ 気候変動の影響

平均気温の上昇（2℃未満、4℃シナリオ）、降水パターンの変化、異常気象の激甚化などの観点か
ら、さまざまな文献を参照して農産物原料の収量変化を推定しています。

2020年の評価結果
•酒類事業：事業にとって重要な農産物原料が、気候変動の大きな影響を受ける可能性を確認す
ることができました。大麦とトウモロコシについては、2℃未満シナリオに比べ4℃シナリオの
場合に農産物原料の収量が大きく減少することがわかりました。

•飲料事業：気候変動の大きな影響を受ける可能性を確認することができました。コーヒーとト
ウモロコシについて、2℃未満シナリオでは、生産地によって農産物原料の収量が80～90％と
大きく減少する可能性があります。さらに、2℃未満シナリオに比べ4℃シナリオの場合に農産
物原料の収量が大きく減少することもわかりました。

▶▶▶気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）への対応

❷ 水資源の影響（水リスク調査）

水はアサヒグループにとって基本的な原料であると同時に、農産物の生育に必要であるため、
水リスクの調査を実施しています。
農産物の生産地について、水量リスク（水ストレス、季節変動、地下水位低下など生育に必要な
水の確保が困難になるリスク）、自然災害リスク(洪水・干ばつリスク)、規制リスク（流域に暮らす
人々の社会、文化、人権などに深く関わる評判リスク）の評価を行っています。
農産物の水使用量については、地域別・原料別のWater Footprint及び農産物の調達量から算出

しています。

2020年の評価結果
•酒類事業：大麦生産地の欧州河川流域では、洪水リスクの可能性があり、トウモロコシ生産地
である北米河川流域では、規制リスクの可能性があることがわかりました。

•飲料事業：コーヒー生産地の南米河川流域では、洪水リスクの可能性があり、サトウキビ生産
地であるオセアニアでは、干ばつに関わる規制リスクの可能性があることがわかりました。

今後、水リスクの可能性が高い生産地及びサプライヤーについて、地域における水資源や環境
と照らし合わせながら、現地情報の確認を進めていきます。

▶▶▶水リスクの把握と排除

❸ 生物多様性への影響

継続的な農産物生産活動にともなう農薬や施肥などの生態系への影響、畜産活動にともなう排泄
物などの自然環境の負荷の評価を行いました。
また、生物多様性ホットスポットデータなどから、農産物原料の調査地点における生物多様性（鳥
類・哺乳類・両生類などの豊かさ・絶滅危惧種）の状況についても調査、確認を行いました。

2020年の評価結果
•酒類事業：大麦生産地及びホップ生産地である欧州の河川流域、トウモロコシ生産地の北米大
陸の湖周辺が、農産地からの環境負荷で生物多様性に留意が必要な地域だとわかりました。

•飲料事業：コーヒー生産地の南米河川流域、脱脂・全脂粉乳生産地の北日本河川流域について、
自然環境に恵まれた森林生物圏である場合、農産地からの環境負荷で生物多様性に留意が必
要な地域だとわかりました。

今後、関係するサプライヤーと環境リスク情報の共有を図り、原料生産地周辺が生物多様性の
豊かな地域であるかなど、現地情報の確認を進めていきます。

■ 人権リスク
地域社会や農園における環境や人権の視点で、サプライヤーの労働・人権の確認を進めています。

人権デューデリジェンスプロセスhttps://www.asahigroup-holdings.com/csr/society/due-diligence.html

農産物原料リスク評価
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持続可能な容器包装
▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 2.持続可能な資源利用

The Challenge 

Our Response

なぜ取り組むのか

不適切に廃棄されたプラスチック製の容器包装による、海洋汚染や生態系への影響が、喫緊の社会課題となっています。一方で、容器包装は、商品
を提供する上で重要な役割を担っており、品質保持や輸送強度を担保し、デザインや表示によるコミュニケーション手段としての機能のほか、使用
段階での使いやすさ、原料資源の持続可能性が求められています。
アサヒグループは、「持続可能な容器包装の考え方」を定め、海洋プラスチック問題などに対応するとともに、環境・社会に配慮した容器包装を推進しています。

どのように取り組むか

アサヒグループは、持続可能な容器包装への取組みとしてPETボトル、缶、ガラスびん、キャップ、ラベル、段ボールなどの容器包装資材について、
3R（リデュース・リユース・リサイクル）の観点から、省資源・軽量化・リサイクル性向上に努めています。また、容器の使い捨てという消費行動を
変革することを目的とした容器のイノベーションにも取り組んでいます。
特にプラスチックの容器包装については、「3R+Innovation」目標を設定し、持続可能な容器包装の実現を目指します。

持続可能な容器包装の考え方
アサヒグループは、「自然の恵み」を享受して事業活動を行う企業として、容器包装の3R（リデュース・リユース・リサイクル）を推進します。そのため

に、容器包装の素材ごとの業界団体との連携、サプライヤーとの技術の共同開発に取り組みます。容器包装の開発企画・設計にあたっては、容器包装設計
指針に従って、ライフサイクルアセスメントの考え方に基づき、容器包装の軽量化やリサイクル性向上、さらには再生材やバイオマス素材など環境配慮
素材の利活用を進めて、環境負荷低減に取り組みます。

容器包装設計指針
1. 商品の内容物の品質保持、安全衛生を担保し、情報を適正表示すること
2.  お客様の購入、飲食シーンに応じた容器包装の取り扱い性、安全性能を
担保すること

3. 使用後の容器包装の分別、廃棄、回収、リサイクル性を考慮すること
4. 循環型社会を目指した持続可能な容器包装に取り組むこと
5.  調達から生産・輸送において、経済性・生産適性・輸送効率を考慮しつ
つ、販売・リサイクルまでのライフサイクル全体を通じて、省資源・省エ
ネルギー・温室効果ガス削減など環境負荷低減に取り組むこと

持続可能な容器包装の取組み
1.  発生抑制（リデュース）
容器包装の軽量化を推進し、使用材料の削減に努めること
包装の簡素化・簡略化を図り、適正な包装に努めること

2. 再使用（リユース）
可能な限り再使用回数が多くできるように努めること
再使用に関わる水使用量、エネルギー使用量などにおける環境負荷低減に努めること

3. 再生利用（リサイクル）
リサイクル性に配慮した素材採用に努めること
環境配慮素材である再生された素材の使用に努めること
分離分別・廃棄・回収・選別作業の向上を考慮した仕様に努めること

■3Rとイノベーションの取組み

＋

アプローチ

Reuse

Innovation

Recycle

Reduce ラベルレス商品の拡大

容器包装の軽量化・
簡素化

植物由来原料を使用
した容器包装の拡大

リターナブル容器の
回収・再利用の促進

再生材利用の推進

プラスチック容器包装
を利用しない販売方法
の検討

37

ASAHI GROUP ENVIRONMENTAL REPORT

目次・編集方針 
At a Glance 
CEOメッセージ
サステナビリティ担当役員メッセージ
方針と戦略
 アサヒグループのサステナビリティ
 環境方針・環境ビジョン
 価値創造プロセスにおける環境・
 サステナビリティの位置づけ
Asahi Group Philosophy 実現に向けて
 環境価値創造のあゆみ
 すべてのステークホルダーとの共創による
 環境価値向上
 バリューチェーンにおける挑戦
 環境活動の全体像

環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて
1.気候変動への対応

  気候変動（アサヒカーボンゼロ）
   ▶アプローチ
   ▶バリューチェーン各段階の取組み
   ▶気候関連財務情報開示タスクフォース

（TCFD）への対応
   ▶データ

2.持続可能な資源利用
  持続可能な原料調達

  ▶アプローチ
   ▶バリューチェーン各段階の取組み
   ▶農産物原料リスク評価
  持続可能な容器包装
   ▶アプローチ
   ▶3Rとイノベーションの取組み
  持続可能な水資源
   ▶アプローチ
   ▶バリューチェーン各段階の取組み
   ▶水リスクの把握と排除
   ▶データ
  循環型社会の構築
   ▶アプローチ
   ▶循環型社会構築への取組み
   ▶データ
環境価値創出（プラス）に向けて 

3.微生物・発酵技術の活用
   ▶アプローチ
   ▶社会課題に対応する取組み

4.プロセスイノベーション
   ▶アプローチ
   ▶技術開発の取組み
マネジメント 
 環境マネジメント体制
 生物多様性に関する考え方
 グリーンボンド

KPI・2020年結果一覧
 報告対象範囲
 社外からの評価



▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 2.持続可能な資源利用

Our Goals

● プラスチック容器包装での取組み

アサヒグループは、循環型社会構築への貢献と気候変動問題への対応として、プラスチック容器包装の環境負荷低減に取り組むことが重要だと考えています。アサヒグループの従業員が、ステーク
ホルダーの皆様と協力しながら具体的なアクションを起こすため、「プラスチック行動指針」を定めています。

● ステークホルダーとの共創
アサヒグループは、容器包装の3R（リデュース・リユース・リサイクル）推進のため、容器包装の素材ごとの業界団体などと連携するとともに、サプライヤーとの技術共同開発で容器包装の軽量

化やリサイクル性向上に取り組んできました。世界各地でお客様参加の容器の回収活動や従業員による清掃活動を推進しており、3Rの重要性を周知しています。また、他業種の企業と協働でイノ
ベーションに取り組んでいます。

目標

容器包装の中でも、喫緊の課題であるプラスチック問題については、グループ全体で「3R+Innovation」目標を設定しています。その目標をもとにアサヒ飲料（株）の「容器包装2030」目標など、各事業会社
で目標を定めています。

プラスチック行動指針
アサヒグループは、プラスチック容器包装のもつ有用な機能をいかしてお客様に商品をお届けするとともに、プラスチック由来の環境問題の対応に向けて取り組むことにより、資源循環に貢献していきます。

1. 新たな化石由来の原料を使用しない環境配慮素材※1への切り替えを積極的に推進していきます。
2. シングルユースプラスチック※2の使用量削減とともに、代替する新素材や廃棄物削減に繋がる新しい販売方法の開発を検討していきます。
3. 政府や業界団体と協力しながらリサイクルシステムの構築を推し進めるとともに、啓発や分別収集、清掃活動を積極的に主導していきます。

※1 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
※2 シングルユースプラスチック：使用後に廃棄され、再使用されないプラスチック

「3R+Innovation」目標
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

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

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

※ 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）など
※1 有効利用：リユース可能、リサイクル可能、堆肥化可能、熱回収可能など　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
※2 環境配慮素材：リサイクル素材、バイオマス素材、生分解性素材など
※3 対象会社：アサヒビール（株）、アサヒ飲料（株）、アサヒヨーロッパアンドインターナショナル、アサヒホールディングスオーストラリア、アサヒホールディングスサウスイーストアジア

アプローチ
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▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 2.持続可能な資源利用

Social Impact  社会へのインパクト
アサヒグループは、容器包装の軽量化やリサイクル性向上、さらには再生材やバイオマス素材など環境配慮素材を活用する取組みにより、「アサヒグループ環境ビジョン2050」で掲げて
いる事業活動における環境負荷「ゼロ」（ニュートラル）を目指します。また、環境配慮新素材の開発やプラスチック容器包装を利用しない販売方法の拡大などを通じて、プラスチック流出に
よる海洋汚染や生態系への影響の低減に貢献します。これらの取組みにより、SDGs12、14の目標達成に貢献します。

容器包装2030（アサヒ飲料（株））

リサイクルPET、環境配慮素材の使用

リデュース

環境に配慮した新容器開発

重点施策

2030年までに、プラスチック製容器包装(PETボトル、ラベル、キャップ、プラスチックボトル)の全重量の60%にリサイクルPET、植物由来の環境配慮素材などを
使用することを目指します。

ラベルレスボトルを拡大するなどプラスチック製容器包装の重量削減を目指します。

プラスチック以外の容器や、新しい環境配慮素材の研究開発を目指します。

目標（KPI）と達成に向けた取組み

アプローチ
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▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 2.持続可能な資源利用

ラベルレス商品の販売拡大
アサヒ飲料（株）は、PETボトルからラベルをなくすことでラベルに使用される樹脂量を約90%削減した「ラベルレス商品」の販売を拡大しています。廃棄時の分別でも、ラベルをはが

す手間が省け、環境に配慮しながらお客様の利便性も向上させる「ラクしてエコ」を実現する商品です。同社は、2018年からケース販売専用の「『アサヒ おいしい水』天然水ラベルレス
ボトル」の販売を開始。2019年に、『アサヒ 十六茶』など3商品を追加し、現在は7種類を展開しており、2020年には、220万箱超を販売しました。また、容器の「識別表示」に関する制度改

定にともない、タックシールの代わりにPETボトルに直接リサイクルマークを刻印することで、一部商品で完全ラベルレス化を実現しました。
「ラベルレス商品」は海洋プラスチック問題への貢献という点でも評価され、2019年のG20大阪サミットでは、日本の政府広報展示品として出展されました。
また2021年、単品販売可能なラベルレスボトルとして、東日本の一部エリア限定で「『アサヒ おいしい水』天然水 シンプルecoラベル」PET585mlを、店頭と一部の自動販売機にてテスト販売を開始

しました。これまでの『アサヒ おいしい水』で採用していたロールラベルの代わりに、必要な表示が記載された小面積のタックシール（シンプルecoラベル）を片面に貼付することで、ラベルに使用す
るCO₂排出量を約58%削減しました。

「ラベルレス商品」販売量220万箱（2020年）

2018

樹脂削減量 ラベルレス商品販売数量

1.41.4
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3Rとイノベーションの取組み 見出しのアイコンの位置づけは、P.37をご参照ください。
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▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 2.持続可能な資源利用

リターナブル容器の回収・再利用の促進
アサヒグループは、ガラスびん3R促進協議会に加入し、空きびんのリサイクルを
推進しています。酒販店や飲食店向けの製品で多く使用されるリターナブル容器
（びんや樽）は自社ルートで回収、

洗浄を行い、繰り返して使用しています。2020年
には、アサヒビール（株）で延べ239百万本、アサ
ヒ飲料（株）で延べ86百万本の容器を回収・再利用
しました。直近3年間のリターナブルびんの回収率
は、100％に達しています。また、再利用できなく
なったびん類はカレットとしてガラスびんなどの
原料にしています。

缶製品パック包装のプラスチック削減
アサヒヨーロッパアンドインターナショナル傘下のロイヤルグロルシュ社（オランダ）は、2020年からオランダのビールブラン

ド『Grolsch』の6缶パックの包装について、プラスチックシュリンクフィルムから段ボール製のトップクリップに変更しています。
このトップクリップは100%リサイクルが可能であり、かつ、FSC認証を受けた原料を使用しています。オランダ市場ですべての

『Grolsch』6缶パックをこの包装に替えることで、年間100トン、ビニール袋400万枚相当のプラスチックの削減が見込まれています。
アサヒホールディングスオーストラリア傘下のカールトン&ユナイテッドブルワリーズ社では、2019年に、缶製品の包装に使用していたプ

ラスチックリング及びプラスチックシュリンクフィルムをすべて廃止しました。この取組みにより、プラスチックリングで3千万個以上、プラス
チックシュリンクフィルムで248トン以上の削減効果がありました。

植物由来原料を使用した容器包装の拡大
アサヒ飲料（株）は、2015年からPETボトルに植物由来原料

を使用した『三ツ矢サイダー』PET1.5Lを数量限定で発売して
います。2020年は、PETボトルとキャップ、ラベルを印刷するイ

ンキで植物由来原料を一部使用し、数量限定で販売しました。また、『カルピス』
のプラスチックボトルの素材には、植物由来のバイオポリエチレンを10%使用し
ています。『アサヒ おいしい水』天然水（『富士山の
バナジウム天然水』を除く全品種）及び､2021年に
リニューアル発売の『アサヒ 十六茶』PETボトルの
ラベルの印刷には植物由来のインキを使用しています｡

全資材に植物由来原料を一部使用した「『三ツ矢サイダー』
PET1.5L」。ラベルには、植物由来原料使用を示すバイオマス
マークを掲載

Reduce

Reduce Reuse

プラスチック削減 年間ビニール袋 400万枚相当

3Rとイノベーションの取組み
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▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 2.持続可能な資源利用

リサイクルPETボトル導入拡大の取組み
アサヒグループは、プラスチック問題に関するグループ全体の目標「3R+Innovation」の中で、リサイクル素材など環境配慮素材の利用を

推進しています。特に日本と豪州の飲料事業ではプラスチック容器を多く利用しており、リサイクルPETボトルの導入を拡大しています。
アサヒ飲料（株）は、2019年から『カルピスウォーター』など乳性飲料の一部でリサイクルPETボトルの採用を開始しました。その後、

『三ツ矢』ブランドや『ウィルキンソン タンサン』などボトルの耐圧性が要求される炭酸飲料の一部商品へ導入を拡大。2021年から『アサヒ 十六茶』の
一部PETボトルにも導入しました。
アサヒホールディングスオーストラリアは、ブローフィル技術（PETボトル内製化技術）への投資を通じて、PETボトルの軽量化及びリサイクルPET

ボトルの導入を進めており、ミネラルウォーターブランドの『Cool Ridge』では、2019年からリサイクルPET樹脂の100%利用を促進しています。この
取組みにより、100%リサイクルPETボトルは、CO₂排出量を従来の約半分にまで低減することができます。一部の製品では、製造から冷蔵、販売までの製品
ライフサイクル全体で32%のCO₂排出量低減に成功しています。

■ ステークホルダーとの連携による取組みの推進
社会課題の解決には、さまざまなステークホルダーとのパートナーシップが欠かせません。行政、業界団体、他企業などとの連携により、プラスチック問題への取組みを強化しています。

日本の「ボトルtoボトル」拡大に向けた協働
アサヒ飲料（株）は、2020年に「ボトルtoボトル」の再生事業者である日本環境設計（株）への融資を通じて、同社の子会社であるペットリファインテクノロジー（株）の工場再稼働を支援することで、

ケミカルリサイクルPET樹脂の利用を計画しています。ケミカルリサイクルは、回収された使用済みPETボトルを選別、粉砕、洗浄して異物を取り除いた後に、化学分解により中間原料に戻した上で精製
し、新たなPET樹脂に再生する技術です。使い終わったPETボトルを何度も資源として再生することができるため、石油の使用量削減、CO₂排出抑制に貢献することができます。
また、アサヒ飲料（株）が加盟する一般社団法人全国清涼飲料連合会は、2030年までにPETボトルの「水平リサイクル」である「ボトルtoボトル」比率50%を目指すことを宣言し、清涼飲料業界としての

取組みを推進しています。自社のリサイクルPETの採用を進めるとともに、業界の連携に積極的に取り組み、目標達成に貢献します。

豪州のリサイクルPETボトル原料製造に向けた協働
アサヒホールディングスオーストラリア傘下のアサヒビバレッジズ社は、2020年にPact Group Holdings社及びCleanaway Waste Management社とともに豪州南東部に共同でリサイクルPET

ボトル原料の製造工場を建設する合弁契約を締結、2021年末までの完成を目指しています。
工場では、1年間で600mlのPETボトル約10億本分に相当するPETボトルがリサイクルされ、同国内で生産されたPETボトルのリサイクル量が、現在の年間約3万トンから年間5万トン以上に増加する

見込みです。この取組みにより、同国のバージンプラスチックへの依存が低減されるとともに、プラスチックごみの輸出量及びリサイクルプラスチックの輸入量を削減できます。また、工場では一部に
太陽光パネルを設置する予定です。
この取組みは、ニューサウスウェールズ州政府の「Waste Less, Recycle More」イニシアチブの一環として、環境問題に取り組むプロジェクトを支援する基金NSW Environmental Trustから、
約500万豪ドルの支援を受けています。

Recycle

3Rとイノベーションの取組み
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▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 2.持続可能な資源利用

植物繊維を活用したエコカップ『森のタンブラー』の開発
何気なく捨てられたプラスチック容器は、海洋生物だけでなく生態系全体に甚大な被害をもたらします。特に多いのが、容器・包装に使用されるプラスチックです。地球全
体が直面するこの課題の解決に貢献することは、食品や飲料を製造販売するアサヒグループの果たすべきミッションだと考えています。
日本で消費されるプラスチック製の使い捨てカップは年間約110億個。そのうち6割以上が音楽やスポーツなどのイベント会場で消費されています。こうした“使い捨て”

を減らすには消費者の行動を変革する必要があります。アサヒビール（株）は、消費者が「環境への配慮だけ
ではなく、繰り返し使いたい」と感じる魅力的なリユースカップの開発にチャレンジすることを決意しました。
そんな時に、企業同士の技術交流会で出会ったのが、パナソニック（株）の素材「高濃度セルロースファイバー成形材料」です。間伐材などの木材か
ら精製されたパルプが主な原料で、強度や耐熱性に優れ、成型の自由度も高いものでした。まさに開発者が探していたリユースカップの素材でした。

2018年、両社による共同開発プロジェクトがスタートしました。タンブラーのデザインは、容器に知見のあるアサヒビール（株）が担当。
目指したのは、ビール愛好家に人気のある極薄グラスがもたらす優しい口当たりでした。厚さ1ｍｍという難易度の高い加工が求められ
ましたが、パナソニック（株）が誇る金型技術と成形条件を最適化することで実現しました。

2019年、ついに『森のタンブラー』が完成。スポーツイベントなどで試験的に販売したところ、どの会場でもプラスチックゴミが大幅に
減少しました。アンケート調査でも9割以上のお客様が満足と回答しました。2020年は新型コロナ感染症の影響によりイベント会場での
販売はできなかったものの、オンラインで約1万5,000個を販売するなど売れ行きは好調で、関心はさらに高まっています。
今後は、さらに環境への配慮を進めるべく、植物由来の原料の使用比率を向上させるだけでなく、連携する地域の間伐材活用も拡大していきます。

● これまでの主な受賞例

•「iFデザインアワード2020」（独インダストリー・フォーラム・デザイン・ハノーファー主催）
• 第7回「ソーシャルプロダクツ・アワード2020・生活者審査員賞」（一般社団法人ソーシャルプロダクツ普及推進協会主催）
•「循環型社会形成推進功労者環境大臣表彰」（環境省主催）

食べられる飲料容器『もぐカップ』の開発
『森のタンブラー』で“使い捨て”という消費行動の変革にチャレンジしたアサヒビール（株）が次に取り組んだのが、使用後に食べることでゴミを出さない「使
い食べ容器」の開発です。ゴミを出さないだけでなく、容器を洗う必要もなくなり、水の使用量を減らす効果も期待できます。
アサヒビール（株）が注目したのが、（株）丸繁製菓が販売していた食べられるトレーでした。2019年に共同開発を提案しプロジェクトがスタート。液体を

入れても長時間使用できる耐久性を確保するにはある程度の厚さが必要になりますが、あまり厚くすると食べ切れずに捨てられてしまう可能性があります。こ
の課題を解決するため、高温高圧で原料のじゃがいもでん粉を焼き固めることで厚みを抑えながら耐水性も実現させました。

2021年、『もぐカップ』が誕生。初年度の売り上げ目標1万個を2カ月で達成しました。プレーン、えびせん、チョコ、ナッツの4種類の味があり、中に入れる飲み
物や料理との組み合わせが楽しめるのも人気の理由となっています。
『森のタンブラー』『もぐカップ』は、“使い捨て”という消費行動を変革することで、CO₂やプラスチックの排出削減に貢献します。

Reuse Innovation

3Rとイノベーションの取組み
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持続可能な水資源
▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 2.持続可能な資源利用

■バリューチェーン各段階における水使用に関わる取組み

The Challenge 

Our Response

なぜ取り組むのか

世界的な人口の増加や開発途上国の経済成長による水需要の増加、気候変動による渇水などで、世界規模で水不足が発生し、水資
源をめぐる問題はグローバル共通の社会課題となっています。世界の水需要は年々増加し、今後、さらに水不足の状態となるエリア
が拡大する恐れがあります。
水は、「自然の恵み」を享受して事業を行うアサヒグループにとって、欠かすことのできない大切な資源であり、地球環境にとって

も貴重な資源です。アサヒグループは、大切な「自然の恵み」を次世代につなげるため、持続可能な水資源の実現を目指し、取り組ん
でいきます。

どのように取り組むか

アサヒグループは、持続可能な水資源利用の実現のため、「水使用量の削減」「水リスクの把握と排除」「ウォーターニュートラル
の実現」という3つの目標を掲げ、取組みを行っています。
水使用量の削減では、酒類・飲料を製造するグループ自社工場での水使用量原単位3.2m³ /kl以下を目指し、水使用量の削減のた

めさまざまな取組みを実施しています。水を扱うすべての拠点において、用途に応じて同じ水を多段的に利用するカスケード利用
など利用の効率性の向上を追求するだけではなく、取水・排水においては環境への負荷をできる限り小さくできるよう適切な対
応・管理に努めています。また、アサヒグループの製品は、自社の生産拠点のみならず、世界中で生産される多種多様な農産物を用
いているため、それらの水リスクを把握することは不可欠と考え、水リスクの把握と排除に努めています。
酒類事業では、2025年までに日本のビール工場で使用する水と同量の水を社有林「アサヒの森」における水涵養（森が水を育み
蓄える能力）量で賄うウォーターニュートラルの実現を目指しています。

● ステークホルダーとの共創
アサヒグループは、持続可能な水資源の保全の活動を進めるにあたり、自社の操業範囲にとどまらず、サプライチェーン全体におけ

る水資源管理などに積極的に取り組んでいます。そのためにサプライヤーCSR質問票の結果をもとに、2017年からサプライヤー品質
監査を実施する際に水リスクについて状況をヒアリングしています。サプライヤーの皆様と連携して農産物生産地の水資源管理に取
り組んでいきます。

水リスクの把握と排除

ウォーターニュートラルの
実現

水リスクの把握と排除

水使用量削減

水の使用効率向上

水リスクの把握と排除

排水管理

再生水活用

アプローチ

上　流

生　産

下　流
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▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 2.持続可能な資源利用

目標

アサヒグループは、主要事業会社の全工場における持続可能な水資源利用100%を目指しています。
その実現に向けて、主要事業会社の酒類・飲料工場を対象に、アサヒグループの水使用量原単位の削減目標を設定しました。削減目標達成に向け、対象事業会社の48カ所の製造拠点では、水管理計画を

策定し、水使用量の削減に取り組んでいます。また、リスクを把握・対応するための水リスク調査の実施、日本のビール工場におけるウォーターニュートラルの実現に向け、社有林「アサヒの森」の管理
面積拡大も進めています。

※1 対象会社：アサヒビール（株）、アサヒ飲料（株）、アサヒヨーロッパアンドインターナショナル、アサヒホールディングスオーストラリア、アサヒホールディングスサウスイーストアジア
※2  日本の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」の森林保全による水の涵養量を増やし、水の使用量と「アサヒの森」の水涵養量を2025年に同等にする。（2025年まで「アサヒの森」面積拡

大目標:365ヘクタール）

 社会へのインパクト

アサヒグループは、生産時の水使用量削減、水リスクの把握と対応、「ウォーターニュートラル」などを通じて、持続可能な水資源の取組みを推進することで、「アサヒグループ環境ビジョン2050」
で掲げている事業活動における環境負荷「ゼロ」（ニュートラル）を実現し、世界的な水不足問題の解決に寄与します。また、こうした取組みを通じて、SDGs6の目標達成に貢献します。

Our Goals

Social Impact

持続可能な水資源利用実現のための3つの目標

グループ水資源目標

水リスク把握と排除

ウォーターニュートラルの実現

2030年までに水使用量の原単位を3.2m³ /kl以下とする※1

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：1回 /5年）

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

アプローチ

45

ASAHI GROUP ENVIRONMENTAL REPORT

目次・編集方針 
At a Glance 
CEOメッセージ
サステナビリティ担当役員メッセージ
方針と戦略
 アサヒグループのサステナビリティ
 環境方針・環境ビジョン
 価値創造プロセスにおける環境・
 サステナビリティの位置づけ
Asahi Group Philosophy 実現に向けて
 環境価値創造のあゆみ
 すべてのステークホルダーとの共創による
 環境価値向上
 バリューチェーンにおける挑戦
 環境活動の全体像

環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて
1.気候変動への対応

  気候変動（アサヒカーボンゼロ）
   ▶アプローチ
   ▶バリューチェーン各段階の取組み
   ▶気候関連財務情報開示タスクフォース

（TCFD）への対応
   ▶データ

2.持続可能な資源利用
  持続可能な原料調達

  ▶アプローチ
   ▶バリューチェーン各段階の取組み
   ▶農産物原料リスク評価
  持続可能な容器包装
   ▶アプローチ
   ▶3Rとイノベーションの取組み
  持続可能な水資源
   ▶アプローチ
   ▶バリューチェーン各段階の取組み
   ▶水リスクの把握と排除
   ▶データ
  循環型社会の構築
   ▶アプローチ
   ▶循環型社会構築への取組み
   ▶データ
環境価値創出（プラス）に向けて 

3.微生物・発酵技術の活用
   ▶アプローチ
   ▶社会課題に対応する取組み

4.プロセスイノベーション
   ▶アプローチ
   ▶技術開発の取組み
マネジメント 
 環境マネジメント体制
 生物多様性に関する考え方
 グリーンボンド

KPI・2020年結果一覧
 報告対象範囲
 社外からの評価



▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 2.持続可能な資源利用

社有林「アサヒの森」を活用した
ウォーターニュートラルの実現
アサヒグループは、2025年までに日本のビール工場で使用する水と同量の水を、社有林「アサヒの森」（広島県）における水涵養量※1で

賄うウォーターニュートラルの実現を目指しています。
「アサヒの森」は、全山が森林法に基づく「水源涵養保安林」の指定区域となっており、2019年に専門家の意見を踏まえて水涵養量を

967万m³／年と算定しました。2020年には「アサヒの森」の管理面積は約14%拡大して2,467haとなり、水涵養量も1,101万m³に増加し
ました。

2019年度の国内ビール8工場の水使用量は約1,160万m³で、すでに工場における水使用量の約95%相当を「アサヒの森」から地球に還
元している計算になります。今後は、工場での水使用量をさらに削減する一方、「アサヒの森」の管理面積を拡大して水涵養量を増加させ、
2025年までに国内ビール工場での水使用量の100％を地球に還元するウォーターニュートラルを実現します。
※1  水涵養量：アサヒグループは、森の多面的機能を考慮に入れて「地下水として安定的に供給され、地域の人や動植物が活用できる水の量」として新たに定義

飲料充填前のPETボトル
洗浄水使用量の削減
アサヒ飲料（株）は、飲料充填前のPET

ボトルやキャップを洗浄する工程での
水使用量を削減するため、「エアインダクションノズ
ル」を開発しました。ノズルの形や水を出すスピードを
工夫し、水と空気を混合して噴射させることで、水量を
減らしながら高い洗浄力を実現。同工程の水使用量を
従来から60～75％削減しました。

60～75％削減

水涵養量1,101万m3

上　流 生　産

エアインダクションノズル

従来品 開発品

水に空気を混ぜて、
勢いをつけています

6 割節水。
でもしっかり洗う

バリューチェーン各段階の取組み 見出しのアイコンの位置づけは、P.44をご参照ください。
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▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 2.持続可能な資源利用

再生水の提供プログラム「Water on Wheels」
CUB社は、豪州の大手運送会社であるBooth Transport社と協働で、干ばつに苦しむ農家に水を提供するプログラム「Water on Wheels」に
取り組んでいます。
同プログラムは、CUB社が豪州最大のビール醸造所であるヤタラ工場の醸造工程で出た水に特別な処理を施し、Booth Transport社がこの

リサイクル水を干ばつに苦しむ農家に運ぶものです。水の輸送には、ビールやサイダーなどの運搬に使用されているBooth Transport社タンカーが活用されました。
CUB社は工場における水使用量を減らすだけでなく、醸造工程で出た水の有効利用などを通じて地域環境への負荷を低減しています。また、この取組みはCUB社の災害

支援の中心であり、CUB社を日頃から支えてくれている豪州の地域社会への支援にもつながっています。

ヤタラ工場の水リサイクル施設整備と再生水活用
アサヒホールディングスオーストラリア傘下のカールトン＆ユナイテッド・ブルワリーズ社（CUB）ヤ

タラ工場の水リサイクル施設では、醸造プロセスにおいて高品質な再生水を生産しています。
かつてヤタラ工場では、工場からの廃水は、嫌気性処理施設で処理してから下水に排出していまし

たが、生産量に比例して増加する廃水の削減が課題となっていました。そこで、毎時100m³の再生水の生産を可能と
する水リサイクル施設を建設しました。施設では、有機物を除去するためのバイオリアクター、固形物除去のための
フィルターに加え、精密ろ過、逆浸透、消毒などの手法を用いて廃水を処理して再生水を生産しています。
リサイクルされた再生水を蒸気発電機や製造タンクの洗浄、加熱殺菌用の蒸気など製造のさまざまな場面（製品に
触れる工程を除く）で活用することで、貴重な資源である水の取水量を削減しています。
また、製造製品を切替える際の洗浄水の削減やライン・配管の洗浄間隔の最適化など、製造工程の見直しによって
使用する水の量そのものも削減しています。
これらの取組みによりヤタラ工場は高い水使用効率を実現しており、商品1klを製造するための水使用量は平均

2m³となっており、世界で最も水使用効率の高い醸造所の一つとなっています。

再生水の生産 毎時100m3

下　流

下　流上　流

バリューチェーン各段階の取組み
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▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 2.持続可能な資源利用

■原料調達における水リスク調査の実施
水は、アサヒグループにとって欠かせない原料であるとともに、農産物の生育に必要であるた
め、農産物の生産地について、水量リスク（水ストレス、季節変動、地下水位低下など生育に必要な
水の確保が困難になるリスク）、自然災害リスク（洪水・干ばつリスク）などの評価を行っています。

▶▶▶農産物原料リスク評価

■ サプライヤーの水リスク調査の実施
原料調達における水リスク調査の結果、現場で確認する必要が認識されたため、2017年から、

サプライヤー品質監査を実施する際に水リスクについて状況をヒアリングしています。

サプライヤーへの水リスク調査 https://www.asahigroup-holdings.com/csr/community/procurement.html  ▶▶▶

■ 生産拠点における水リスク調査
アサヒグループの生産拠点の水リスク評価は、世界資源研究所（WRI）が提供している水リス

クを示した世界地図・情報「WRI Aqueduct」を活用し、拠点ごとに地理的に渇水などの水リスク
の高い地域を特定しています。「WRI Aqueduct」上で「Overall water risk（総合水リスク）」が
「Extremely high risk」と表示される地域を、「総合的に渇水などの水リスクが高いエリア」である
と定義し、それに基づき評価しています。

2020年時点では、アサヒグループの環境データ管理生産拠点の中でインドネシアの1工場が、
「Extremely high risk」に該当することがわかっており、2019年から当該工場の水使用量を含む
データを取得し、対策を検討しています。
また、「水ストレスリスク（水需給の逼迫の程度）」に限定した評価では、イタリアの2工場が

「Extremely high risk」に該当することがわかりました。欧州における過去の水リスク（脆弱性）調
査結果を把握し、こちらも対策の検討を開始しています。
日本の生産拠点において、上記の評価項目における水リスクの高い地域に該当する拠点はあり
ませんでしたが、アサヒグループは工場とその周辺流域における水ストレスだけでなく、気候変
動に関係する洪水リスクなども含めた、より詳細な水リスク（脆弱性）調査を独自に開始しまし
た。2020年に日本国内の2工場で実施し、今後オセアニアなど海外の生産拠点にも展開していく
予定です。
今後も生産拠点や原料調達元について、定期的に「WRI Aqueduct」などを活用した水リスクの

有無について調査していきます。そして、水リスクが高い生産拠点が判明した場合は、そのリスク
内容や社会状況に応じて適切な対策を講じていきます。

アサヒグループの製品は、自社の生産拠点のみならず、世界中で生産される多種多様な農産物を用いているため、それらの水リスクを把握することは不可欠と考え、水リスクの把握と排除に努めて

います。

水リスクの把握と排除
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▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 2.持続可能な資源利用

データ

酒類・飲料事業における水使用量・原単位の推移 

排出先別 排水量水源別 取水量
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※アサヒグループでは2018年から水使用量と排水量について第三者検証を受けたデータを開示しています。
※集計範囲の詳細はこちら ▶▶▶

※2017年までは日本＋海外（オセアニア）が対象。
※2018年は日本＋海外（オセアニア＋欧州）が対象。
※2019年以降は日本＋海外（オセアニア＋欧州＋東南アジア）が対象。
※集計範囲の詳細はこちら ▶▶▶

※集計範囲の詳細はこちら ▶▶▶
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循環型社会の構築
▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 2.持続可能な資源利用

■ バリューチェーンにおける循環型社会の実現

The Challenge 

Our Response

なぜ取り組むのか

世界的な人口増加や経済成長にともない、資源・エネルギーの需要、廃棄物量の増大など環境
への影響が深刻化しています。従来の大量生産・大量消費・大量廃棄の経済構造を継続すること
で、天然資源の枯渇や廃棄物の増加による環境汚染などが加速する恐れがあります。資源の有
効利用や廃棄物の削減を推進し、循環型社会を構築することは、あらゆる産業分野における喫
緊の課題です。
アサヒグループにおいても、製品の製造工程でさまざまな廃棄物や副産物が発生しており、資源
の有効利用や廃棄物の排出量削減は重要な課題として認識しています。そのため、天然資源の消費
を抑制し、環境への負荷をできる限り低減した循環型社会の実現を目指しています。

どのように取り組むか

アサヒグループは、循環型社会の構築に向けて、独自に培ってきた発酵や微生物応用技術を活
用して、製造工程で発生するさまざまな副産物に新たな価値を付加して再利用する取組みを推進
しています。こうした取組みの一環として、社会の食糧資源の循環型利用に貢献する技術開発に
注力しています。
また、アサヒグループは商品のライフサイクルすべての過程における廃棄物の3R（リデュース、

リユース、リサイクル）とイノベーションを推進しています。日本の製造拠点においては副産物・
廃棄物の再資源化100%を達成しており、さまざまな取組みを継続するとともに、グローバルの製
造拠点やオフィスにも拡大し、グループ全体での副産物・廃棄物再資源化100%達成を目指します。

● ステークホルダーとの共創
アサヒグループは、副産物の活用技術を共同開発した研究機関やリサイクルされた副産物を使用

する農業生産者など幅広いステークホルダーの皆様との協働で循環型社会構築の取組みを推進して
います。また、製造拠点・オフィスの廃棄物削減の取組みには、従業員も積極的に参加しているほか、
行政とも協働して廃棄物の削減に努めています。

資源利用

農業などで再利用

適正在庫管理

食品ロスの削減

容器の
リサイクル・
リユース

食品ロスの
削減

ビール醸造や
飲料製造の副
産物活用

▶▶▶
持続可能な

     容器包装

アプローチ

流通・消費

再資源化

再資源化

生　産
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▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 2.持続可能な資源利用

Our Goals 目標

アサヒグループは、これまでに培ったさまざまな技術や知見を活用し副産物の新しい利用に関する研究を進め、アサヒグループ独自の強みを活かした環境価値を創出する取組みを事業として拡大し
ます。また、廃棄物の3R（リデュース、リユース、リサイクル）をさらに進め、汚染防止の取組みを推進し、循環型社会の構築を目指します。
日本※1においては副産物・廃棄物の再資源化100%を達成しているため、今後はその対象を海外の製造拠点にも拡大し、グループ全体での副産物・廃棄物再資源化100%達成を目指します。

※1 日本の製造拠点及びアサヒグループ本社ビル

 社会へのインパクト

アサヒグループは、資源の有効利用や廃棄物の排出量削減などを推進する循環型社会の構築の取組みを通じて、「アサヒグループ環境ビジョン2050」で掲げている事業活動にお
ける環境負荷「ゼロ」（ニュートラル）を目指します。また、食品ロスへの取組みや、副産物の活用によって世界の食糧問題の解決にも寄与できると考えています。アサヒグループは
こうした取組みを通じて、SDGs2、12の目標達成に貢献します。

Social Impact

アプローチ
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▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 2.持続可能な資源利用

流通・消費

廃棄物管理及び再利用の取組み
アサヒグループは、2015年から国内全グループ会社を対象とした廃棄物データ管理システムを順次導入し、

廃棄物データの一元管理による情報開示とともに、各事業会社の拠点における廃棄物に関するコンプライアン
スの強化と業務の効率化を推進しています。

また、日本の製造拠点では、副産物・廃棄物の再資源化100%を達成しています※1 。さらに、アサヒグループ本社ビルで排出
される生ゴミは、バイオエナジー（株）のメタン発酵システム（城南島食品リサイクル施設）に処理を委託することで、電気と
都市ガスへリサイクルされています。このような取組みを通じて、本社ビルは、2006年から継続して廃棄物再資源化100％を
達成しています。今後は対象を海外の製造拠点やオフィスにも拡大し、グループ全体での副産物・廃棄物再資源化100%達成
を目指していきます。
※1 発生量、リサイクル量ともに千トン単位での計算をしているため、実際の再資源化率は、小数点第2位を切り上げて、100%となっている場合があります。

賞味期限を年月日表示から年月表示へ移行
アサヒ飲料（株）は、賞味期限表示に関連した製品廃棄などによる食品ロスの削減を目的として、「年月日」で表示
していた賞味期限を「年月」表示に移行しています。
この取組みにより、製造・販売・流通における配送・保管・店頭陳列などの在庫管理が、日別管理から月別管理に

移行され、製品の適正在庫化による食品ロスの発生抑止・削減の効果が期待できます。農林水産省でも、「年月」表示など
「賞味期限表示の大括り化」の拡大を推進しています。
アサヒ飲料（株）は2020年までに、賞味期限8ヵ月以上の缶、PETボトル及び賞味期限12ヵ月以上の全商品で移行を完了しま

した。また、営業部門においても小売企業と連携し、返品による食品ロス削減に取り組んでいます。本取組みは、食品ロス削減
に加えて、物流管理の効率化を図ることができ、輸送時のCO₂排出などの環境負荷の低減も期待されるほか、労働生産性の向上、
働き方改革の推進にも効果が期待できます。

メタン発酵システム（城南島食品リサイクル施設）

年月日表示 年月表示

移行前 移行後

100％日本の製造拠点及びアサヒグループ本社ビル
廃棄物再資源化

循環型社会構築への取組み 見出しのアイコンの位置づけは、P.50をご参照ください。

再資源化
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▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 2.持続可能な資源利用

製造過程で発生する
副産物の再資源化
アサヒグループは、製造過程で発生する副
産物の再資源化を推進しています。

（株）アサヒビールフィードでは、ビール類の製造工程で発
生するモルトフィード（ビール粕）を家畜の飼料として加工、
『モルトフィード・サイレージ』として販売しています。
アサヒ飲料（株）富士山工場では、『アサヒ 十六茶』の生
産で発生した茶粕を乳牛用の混合飼料にしてリサイクルを
行っています。
これらの取組みにより、再資源化による廃棄物の削減に加
えて、飼料の原料となる輸入穀物の使用削減につながり、飼
料コストの削減にも寄与しています。

製造時に発生するコーヒー粕の有効利用
アサヒグループは、コーヒー製造工程で発生するコーヒー粕を有効利用するさまざまな取組みを進めてきました。
2020年、関西大学発のスタートアップ（株）KUREi（カレイ）と共同で、コーヒー粕由来のエキスを用いた農作物の凍霜害

防止剤『フロストバスター』を開発しました。『フロストバスター』は、氷の結晶の形成を妨げる効果があり、農作物の霜害※1

を抑制することができます。すでに試験販売を開始しており、果樹を中心に実際の圃場でも有効性を示すデータが蓄積されています。使用
した農家の方からは「たしかに霜害が抑制された」「農産物が原料なので安心して使える」といった声が寄せられて
います。
また、アサヒ飲料（株）北陸工場では、2013年からコーヒーブランド『ワンダ』製造時に発生するコーヒー粕をバイ
オマスエネルギーの原料として活用する取組みを行っています。
※1 霜害：明け方の急激な気温低下で発生した霜によって、花芽の細胞が部分的に破壊され、農作物の収穫が減少する被害

コーヒー粕をバイオマス発電燃料として活用

『フロストバスター』は低温予報の前日、500倍に
希釈したエキスを農作物に散布して使用

『アサヒ 十六茶』粕を混合飼料にリサイクル

循環型社会構築への取組み

再資源化 再資源化
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▶ 環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて ▶▶▶ 2.持続可能な資源利用

副産物・廃棄物発生量・原単位の推移 地域別 副産物・廃棄物発生量及び再資源化量

事業別廃棄物発生量
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日本 オセアニア 欧州副産物・廃棄物発生量（千t）
原単位（kg/百万円）※1
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※ 製造拠点（工場）から発生するもの
※ 4. その他事業には、アサヒグループホールディングス（株）（本社ビル）を含みます。
※ 集計範囲の詳細はこちら ▶▶▶

※ 欧州は副産物・廃棄物の定義見直しにより、2019年から開示しました。
※ 集計範囲の詳細はこちら ▶▶▶

※１売上収益あたり
※ 2016年から原単位の算出に国際財務報告基準(IFRS)に準拠した売上収益を適用しています。
※ 海外副産物・廃棄物発生量は2018年まではオセアニアのみ、2019年は欧州及びオセアニアが範囲になります。
※ 集計範囲の詳細はこちら  ▶▶▶

事業名 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

1. 酒類事業 231 260 243 211 202

2. 飲料事業 40 40 38 39 43

3. 食品事業 6.1 6.4 5.8 4.9 4.6

4. その他事業※ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1

5. 国際事業 22 17 16 830 788

1～5グループ事業計 299 324 303 1,086 1,038

副産物・廃棄物発生量原
単位（kg/百万円）
売上収益あたり

175 155 143 520 519

地域 内容 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

日本

廃棄物発生量 277 307 287 255 250

再資源化量 277 307 287 255 250

再資源化率（%） 100 100 100 100 100

オセアニア

廃棄物発生量 22 17 16 13 10

再資源化量 18 15 14 12 9

再資源化率（%） 84 89 88 88 90

欧州

廃棄物発生量 - - - 817 775

再資源化量 - - - 798 757

再資源化率（%） - - - 98 98

単位：千t

単位：千t

データ
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▶ 環境価値創出（プラス）に向けて

▶▶▶　3.微生物・発酵技術の活用

「アサヒグループ環境ビジョン2050」では、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（プラス）ことを目標として、「微生物・発酵技術の活用」を掲げています。

アサヒグループは、事業で培われた微生物活用や発酵技術を駆使し、副産物の新しい利用に関する研究を推進し、

その成果を活かして食に関する社会課題の解決や循環型社会の構築に貢献していきます。

また、農業や林業、畜産業などに携わるステークホルダーと連携し、グループの強みを活かして新たな環境価値の創出に取り組んでいます。

55

ASAHI GROUP ENVIRONMENTAL REPORT

目次・編集方針 
At a Glance 
CEOメッセージ
サステナビリティ担当役員メッセージ
方針と戦略
 アサヒグループのサステナビリティ
 環境方針・環境ビジョン
 価値創造プロセスにおける環境・
 サステナビリティの位置づけ
Asahi Group Philosophy 実現に向けて
 環境価値創造のあゆみ
 すべてのステークホルダーとの共創による
 環境価値向上
 バリューチェーンにおける挑戦
 環境活動の全体像
環境負荷ゼロ（ニュートラル）に向けて

1.気候変動への対応
  気候変動（アサヒカーボンゼロ）
   ▶アプローチ
   ▶バリューチェーン各段階の取組み
   ▶気候関連財務情報開示タスクフォース

（TCFD）への対応
   ▶データ

2.持続可能な資源利用
  持続可能な原料調達

  ▶アプローチ
   ▶バリューチェーン各段階の取組み
   ▶農産物原料リスク評価
  持続可能な容器包装
   ▶アプローチ
   ▶3Rとイノベーションの取組み
  持続可能な水資源
   ▶アプローチ
   ▶バリューチェーン各段階の取組み
   ▶水リスクの把握と排除
   ▶データ
  循環型社会の構築
   ▶アプローチ
   ▶循環型社会構築への取組み
   ▶データ

環境価値創出（プラス）に向けて 
3.微生物・発酵技術の活用
   ▶アプローチ
   ▶社会課題に対応する取組み

4.プロセスイノベーション
   ▶アプローチ
   ▶技術開発の取組み
マネジメント 
 環境マネジメント体制
 生物多様性に関する考え方
 グリーンボンド

KPI・2020年結果一覧
 報告対象範囲
 社外からの評価



微生物・発酵技術の活用
▶ 環境価値創出（プラス）に向けて ▶▶▶ 3.微生物・発酵技術の活用

なぜ取り組むのか

世界的な人口増加と経済成長のトレンドが続く中、生産・消費活動による資源不足や環境破壊の深刻化が指摘されています。また食の分野におい
ても、量・質両面で需要の変化が起きており、持続可能な食糧供給の仕組みが求められています。アサヒグループは、酒類、飲料、食品の製造販売事業
に加え、ビール醸造などで培われた発酵や微生物活用技術を活用し、副産物の新しい利用に関する研究を進めています。これらの取組みや事業を拡
大することで持続可能で安心・安全な食の提供を実現し、循環型社会の形成に貢献することを目指しています。

どのように取り組むか

2020年4月には、乳酸菌飲料『カルピス』の研究で培われた乳酸菌や発酵乳活用技術を活用し、飼料効率向上や安心・安全でおいしい畜産物の生産
に貢献するアサヒカルピスウェルネス（株）のアニマルニュートリション（飼料）事業と、ビール酵母細胞壁由来の安心・安全な農業資材を活用し、農
作物の生産性や品質向上に貢献するアサヒバイオサイクル（株）のアグリ事業が統合し、新生「アサヒバイオサイクル（株）」として新たな体制となり
ました。アサヒバイオサイクル（株）は、アサヒグループの長年の研究で培った酵母・乳酸菌・枯草菌などの有用微生物活用技術や発酵技術を応用し、
安心・安全な食の提供や、環境保全型農業の実現にグローバルで貢献していくことで、アサヒグループの社会的価値向上につなげています。

● ステークホルダーとの共創
アサヒグループは、事業を通じてこれらの社会課題の解決を図っていくために、農業や林業、畜産業などに携わるステークホルダーと連携し、食に
関する社会課題の解決を実現するため、技術革新や新たな価値の創造に取り組んでいます。

目標

世界的に安心・安全な畜産物へのニーズが高まるなか、畜産業界は、成長促進目的の抗生物質を使用しない畜産物生産への対応を迫られています。こうした背景のもと、アサヒバイオサイクル（株）のアニ
マルニュートリション事業は、家畜を健康に育て、飼料効率を高めることができる畜産用プロバイオティクス(生菌剤）『カルスポリン』などの製品をグローバルに展開し、家畜の腸内環境を最適化して成長
を促進することで、安心で安全なおいしい畜産物の供給だけでなく、飼料効率を高めることで家畜用の穀物使用量を抑制し、世界の食糧問題の解決も目指しています。
アグリ事業では、ビール酵母細胞壁を特殊な加工技術で開発した農業資材を活用し、農作物の生産性や品質向上、土壌改良や健全な芝の育成・管理のサポートを通して、環境保全型農業の構築、農薬使用
量の低減やCO₂排出量の削減、人々の安全で豊かな暮らしの実現を目指しています。
また、微生物発酵を利用することにより、食品廃棄物の効率的な減量化や良質な完熟堆肥化に効果的な堆肥化促進材『サーベリックス』を通じて、食品資源の循環活用による環境負荷低減を目指します。

 社会へのインパクト

アサヒグループは、アサヒバイオサイクル（株）の取組みを通じて、世界の社会課題解決と持続可能性を事業推進の基盤とし、持続的成長に向けてCSVを積極的に推進していくことで、人々の安全で豊かな暮ら
しの未来に貢献します。

The Challenge 

Our Response

■社会課題に対応する取組み

Our Goals

Social Impact

アプローチ

循環型社会

気候変動

堆肥化促進材

畜産用プロバイオ
ティクス

ビール醸造の
副産物活用
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▶ 環境価値創出（プラス）に向けて ▶▶▶ 3.微生物・発酵技術の活用

ビール製造における副産物「ビール酵母細胞壁」の活用
アサヒグループは、ビール製造における副産物のひとつである「ビール酵母細胞壁」が持つ植物の免疫力を引き上げる力に着目し、新たな農業資材の開発を2004年から

進めてきました。
ビールの製造後には副産物としてビール酵母が残ります。ビール酵母は、栄養分やうまみ成分を含んだ「酵母エキス」と、それを殻のように覆う「ビール酵母細胞壁」で
構成されています。ビール酵母自体は、これまでアサヒグループ食品（株）が販売する『エビオス錠』の原料として活用され、ビール酵母を分解して抽出した「酵母エキス」

は調味料の原料などに活用されてきましたが、「ビール酵母細胞壁」は、飼料などに利用されているものの十分には有効活用できていませんでした。しかし、約10年間に及ぶ研究の結果、「ビール酵
母細胞壁」を加工処理する特殊技術を確立し、農業資材（肥料原料）を開発しました。この農業資材の活用により、農作物増産、化学農薬削減、土壌の改善、CO₂排出量削減が期待されています。
この農業資材は、アサヒバイオサイクル（株）から販売され、日本国内では、全国の農地、ゴルフ場、阪神甲子園球場をはじめとする野球場など天然芝のスポーツ施設や公園などで活用されています。

「ビール酵母細胞壁」を活用した農業資材を使用したイネ（右）と通常栽培のイネ（左）

ビール酵母細胞壁の構造

循環型社会気候変動

社会課題に対応する取組み 見出しのアイコンの位置づけは、P.56をご参照ください。
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▶ 環境価値創出（プラス）に向けて ▶▶▶ 3.微生物・発酵技術の活用

畜産用プロバイオティクスの活用
アサヒバイオサイクル（株）が販売する『カルスポリン』は、枯草菌（バチルス サブチルスC-3102株）を有効成分として、動物の腸内菌叢を最適

化するプロバイオティクス（生菌剤）で、飼料効率向上や家畜の増体などの効果があります。『カルスポリン』は世界60カ国で許認可を取得、36カ国
で販売されており、2020年には、家畜の生育に必要な飼料用穀物（大豆、トウモロコシ、小麦など）を約63万トン削減することに貢献しました。
同社は、世界の全畜産用飼料に『カルスポリン』を使用すると、飼料効率改善効果によって畜産用の穀物生産をヒト向けの穀物生産に転換可能と

なり、約１億2,000万人分の食糧を生み出すことが可能と推計しています。

堆肥化促進材『サーベリックス』の活用
アサヒバイオサイクル（株）は、堆肥化促進材『サーベリックス』（バチルス サブチルス C-3102株）により、食品廃

棄物を効率よく堆肥化し、農作物生産に再利用することで、食品資源の循環サイクル構築を目指しています。
『サーベリックス』は、有機物に対する分解力が高く、野菜くずなどの食品廃棄物を効率良く堆肥化できます。食品
廃棄物の削減を通じた環境負荷低減とともに、堆肥を利用した循環型農業が推進され、食品リサイクルの推進と循環

型社会形成、地域資源循環型経済の確立などが期待されています。
アサヒグループの一部の社員食堂では、『サーベリックス』を活用した「堆肥化装置」を導入しています。食堂で発生する生ごみや
食べ残しなどを堆肥化することで、生ごみの廃棄ゼロを実現するとともに、生ごみの運搬・焼却処理により発生するCO₂排出量の
削減にも貢献しています。また、最終的にできた良質な完熟堆肥は農家に提供され、農作物栽培に利用されています。

※2021年6月現在

循環型社会

循環型社会

『カルスポリン』許認可国数  60カ国 販売国数  36カ国

社会課題に対応する取組み
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▶ 環境価値創出（プラス）に向けて

▶▶▶　4.プロセスイノベーション

「アサヒグループ環境ビジョン2050」では、「プロセスイノベーション」を推進することによって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（プラス）ことを目指しています。

アサヒグループは原料調達から製品をお客様にお届けするまでのバリューチェーンの各段階で、

アサヒグループ、ステークホルダーの皆様それぞれが培ってきた技術・知見を積極的に持ち寄り、環境負荷を低減するためのプロセスイノベーションに取り組んでいます。

開発された新しい技術を社会全体で共有し、積極的に活用されるように働きかけ、社会課題の解決に貢献していきます。
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▶ 環境価値創出（プラス）に向けて ▶▶▶ 4.プロセスイノベーション

なぜ取り組むのか

気候変動、世界的な人口増加や経済成長にともなう環境負荷の増大など、グローバル共通の社会課題に対し、「自然の恵み」を享受して事業を営んでいるアサヒグループは、これらの解決に向けて
グループ一丸となって取り組む必要があります。アサヒグループの事業活動による環境負荷を減らすだけでなく、社会により多くの環境価値を生み出すためには、既存のやり方にとらわれない新しい
発想が必要だと考えています。既存の事業活動のプロセスを見直し、画期的な技術・仕組みを創出します。

 どのように取り組むか

アサヒグループは、気候変動や持続可能な原料調達、持続可能な容器包装、持続可能な水資源、循環型社会の構築をテーマに環境負荷削減と同時に環境価値創出に取り組んでいます。環境価値創出を
目指して、CO₂排出量削減のために、製品工程から出た副産物を燃料に利用する技術開発といったプロセスイノベーションに取り組みます。

● ステークホルダーとの共創
アサヒグループの製品をお客様にお届けするまでのバリューチェーン各段階で、アサヒグループ、ステークホルダーの皆様それぞれが培ってきた技術・知見を積極的に持ち寄り、ともに環境価値創出に
取り組みます。そうしてできた新しい技術を関係者間で共有するのみならず、社会全体に共有し、積極的に活用していただくよう働きかけていきます。

目標

アサヒグループは、「アサヒグループ環境ビジョン2050」に定める気候変動や容器包装などのグローバル共通の社会課題について目標を定めて取り組んでいます。プロセスイノベーションの実現により、
これらの目標達成を加速させます。▶▶▶アサヒグループ環境ビジョン2050

 社会へのインパクト

アサヒグループは、既存の事業活動のプロセスを見直し、画期的な技術・仕組みを創出するプロセスイノベーションにより、「アサヒグループ環境ビジョン2050」で掲げている環境価値創出（プラス）を実現し、
気候変動や廃棄物などによる環境汚染などのグローバル共通の社会課題解決に貢献します。

The Challenge 

Our Response

プロセスイノベーション

アプローチ

Our Goals

Social Impact
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▶ 環境価値創出（プラス）に向けて ▶▶▶ 4.プロセスイノベーション

バイオメタンガス燃料電池発電システムのテスト運転
アサヒグループは、CO₂排出量削減の新たなモデルとして、ビール工場排水由来のバイオメタンガスを利用した固体酸化物形燃料電池（SOFC）による発電の実証事業をアサヒビール茨城工場にて

2020年から開始しました。
SOFCはエネルギー変換効率が高い発電手段として知られていますが、化石燃料由来の水素または都市ガスが利用されることが

多く、CO₂排出量削減への効果は限定的な状況となっていました。
そこで、アサヒグループは、ビール工場の嫌気性排水処理設備から得られたバイオメタンガスをSOFCによる発電に活用すること

を目指して、バイオメタンガスに含まれる不純物を除去する精製プロセスを構築しました。ここで得られた精製バイオメタンガス
を用いて、九州大学と共同で開発した試験用SOFC発電装置による実験を進めたところ、2019年に実験室で10,000時間の連続発電
に成功しました。この結果を受けて、環境省の補助事業に採択され、アサヒビール（株）茨城工場にバイオメタン設備及び燃料電池を
建設しました。2021年には安定した連続稼働を開始する予定です。
設備が稼働すると、発電出力200kWとして年間発電量約160万kWh（一般世帯約350戸分）の電力を供給することが可能となります。

燃料電池トラックの走行実証
アサヒグループは、物流業務におけるCO₂排出量削減に向け、水素燃料活用の可能性を検証することを目的として、西濃運輸（株）、

NEXT Logistics Japan（株）、ヤマト運輸（株）、トヨタ自動車（株）、日野自動車（株）と連携して、燃料電池（FC）大型トラックの走行実証
を行うことで合意しました。
幹線輸送に使われる大型トラックは、十分な航続距離と積載量、短時間での燃料供給が求められます。その電動化においては、エネ
ルギー密度の高い水素を燃料とする燃料電池システムが有効であると考えられており、今回開発するFC大型トラックは、航続距離の
目標を約600kmとし、環境性能と商用車としての実用性の高次元での両立を目指しています。

年間発電量

約160万kWh

FC大型トラック（車両イメージ）

バイオメタンガス燃料電池発電システム

技術開発の取組み
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▶ マネジメント

環境マネジメント体制

環境マネジメント体制

アサヒグループは、アサヒグループホールディングス（株）の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」で、グループ全体の環境を含むサステナビリティに関する課題に対し取り組む体制を
構築しています。環境マネジメントの対象は、日本の事業会社、アサヒヨーロッパアンドインターナショ
ナル、アサヒホールディングスオーストラリア、アサヒホールディングスサウスイーストアジアです。

取締役会

経営戦略会議

グローバルサステナビリティ委員会（年1回）

サステナビリティ実行会議（年2回）

環境タスクフォース（隔月1回）

RHQ各関連部署

Sustainability

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 （地域統括会社、以下RHQ）CEO、サステナビリティ担当役員
役　　割： ● 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

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

● RHQ関係部署部門長
役　　割： ● 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、RHQ・事業会社への落とし込

みの具体化

リーダー： 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　環境マネージャー
メンバー： アサヒグループホールディングス（株）環境担当者、RHQ環境担当者、関係部門担当者
役　　割： 「アサヒグループ環境ビジョン2050」の進捗確認・課題の協議、KPIの確認・見直し・決定、方針の

共有、RHQのベストプラクティス共有

取組みの実行・推進

事務局

■ 環境マネジメントシステム認証取得状況
アサヒグループは、環境マネジメントシステム（EMS）「ISO14001」及び「エコアクション21」の認証取得

を、日本、欧州、豪州、東南アジアの地域ごとに推進しています。EMSを構築することで、組織の環境
マネジメントレベルの向上や環境保全活動の強化を図り、「アサヒグループ環境ビジョン2050」の
達成につなげています。
日本では2019年、アサヒビール（株）、アサヒ飲料（株）の販売会社まで認証を拡大し、国内主要
グループ会社によるISO14001グループ統合認証を取得しました。

■ リスクマネジメント
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います。エン
タープライズリスクマネジメント（以下、ERM）において「気候変動に関するリスク」「プラスチッ
ク使用」をグループの主要リスクとして扱い、ERM体制下でPDCAサイクルを回しながら、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、グループ全体でのリスク
マネジメントを行っています。

■ 環境タスクフォースの開催
アサヒグループは、環境マネジメント体制に基づき、アサヒグループホールディングス（株）と

RHQの環境担当者、関係部門担当者が、進捗確認・課題の協議、ベストプラクティスの共有などを目
的に、環境タスクフォースを定期的に開催しています。2020年はタスクフォースにおける議論を通
じて、CO₂排出量削減の中長期目標「アサヒカーボンゼロ」の目標値の上方修正につながりました。

2020年の開催実績

開催月 主な議題

6月
●「アサヒグループ環境ビジョン2050」の2030年に向けた戦略
● 2020年の取組み、2021年に向けた課題

8月
● 持続可能な容器包装の戦略の具体化
● 環境データの収集と報告

10月
●「アサヒカーボンゼロ」の目標値の更新
● 2021年のKPI設定

12月
● 重要テーマのロードマップ策定
● 生産拠点における水リスク調査
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▶ マネジメント

■社内環境教育
アサヒグループは、環境担当者だけでなく全従業員が環境方針や環境目的・目標を理解し、自身
の業務の中で目標達成に向けて取り組むことが重要だと認識しています。各RHQ、事業会社では、
EMSに基づき、環境教育を実施しています。

日本では、ISO14001統合認証において、内部監査員研修を実施しており、2020年は約200名が
内部監査員の社内資格を取得しました。また、全従業員に対する環境教育をeラーニングにより実施し
ており、アサヒビール（株）及びアサヒ飲料（株）における2020年の受講率は90%を超えています。

■ 環境関連法規の遵守
アサヒグループの各工場では、環境関連法規の遵守はもとより、排水処理やボイラー設備などの
環境設備に関しても法定基準よりも厳格な自主基準を設定するなどの環境管理に努めています。
アサヒグループにおいて、2020年度は環境に影響する重大な事故及び違反は発生していません。
アサヒグループはまた、アサヒグループホールディングス（株）のCEOが委員長を務める「コン

プライアンス委員会」において、環境への規制を含むグローバルでの重要な法改正の動向をモニ
タリングしています。2021年5月の委員会において、EUが加盟国全体で2030年までにCO₂を
55％以上削減する（1990年比）目標を正式に公表し、2023年までの国境炭素税の導入が決定さ
れたことをはじめ、豪州、東南アジア、日本の各地域の環境規制の動向が報告されました。

製造拠点における環境マネジメントシステム（EMS）取得率

認証取得製造拠点数 取得率

国内
ISO14001 30

100%
エコアクション21 3

海外 ISO14001 30 86％

計 63 93%

生物多様性に関する考え方

アサヒグループは、生物多様性に配慮した事業活動を実践していくために、生物多様性保全活
動の基盤となる考え方や方針をまとめ、国内酒類業界では初となる「生物多様性宣言」を2010年
3月に策定・公表しました。

地球上のさまざまな生きものは、それぞれが役割をにない、バランスを保ちつつ、相
互につながって生きています。
きれいな空気や水、おいしい食べ物や飲み物、私たちが日々生きていくために必要
なすべてのものは、さまざまな生きものたちが与えてくれる自然の恵みです。
水や穀物など、自然の恵みを用いて事業活動を行う私たちアサヒグループは、生物
多様性を尊重し、より豊かな自然の恵みを守り、育み、次の世代へ伝えていきます。

1. 生きものたちのすむ自然を守ります。
1. 生きものがすむ、豊かな川や海を守ります。
2. 生きものがすむ、豊かな森を守り、育てます。
3. 生きものがすむ、豊かな環境を工場周辺でつくります。

2. 自然の恵みを大切に活かします。
1. 自然の恵みを正しく利用します。
2. 自然の恵みを、より有効に利用します。
3. 自然のつながりを学び、生かす研究開発をすすめます。

3. 世界中の人々と一緒に取組みます。
1. この宣言をグループ全体で共有し、社員とともに取組みます。
2. 商品やサービスを通じて、自然の恵みの大切さをわかりやすく伝えます。
3. ビジネスパートナーなどと協力し、グローバルに活動します。

※社団法人日本経済団体連合会（経団連）生物多様性宣言を参考に、アサヒグループ独自の生物多様性宣言を策定しました。

アサヒグループ 生物多様性宣言～自然の恵みを守ろう～

アサヒグループ 生物多様性宣言に係る3つの基本方針と9つの行動指針
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▶ マネジメント

グリーンボンド適格性に関する第三者評価
アサヒグループは、「グリーンボンド原則2018」及び「グリーンボンドガイドライン2020年版」

への適合性及び透明性の確保ならびに投資家への訴求力向上のため、第三者評価として、株式会社
日本格付研究所よりセカンドパーティ・オピニオンを取得しました。

セカンドパーティ・オピニオン

フレームワーク
アサヒグループは、グリーンボンドの発行にあたり、国際資本市場協会（ICMA）による「グリーン

ボンド原則2018」及び環境省「グリーンボンドガイドライン2020年版」に定められている4つの
要素（1．調達資金の使途、2．プロジェクトの評価と選定のプロセス、3．調達資金の管理、4．レポー
ティング）に関する方針を記載したグリーンボンドフレームワークを策定しました。

レポーティング
資金充当レポート
適格事業における2020年の支出に対して、564百万円を充当しました。
＜内訳＞
● 再生可能エネルギー電力の購入：44百万円
● ヒートポンプ自動販売機の導入：207百万円
● リサイクルPETの調達、バイオマスプラスチックの調達：269百万円　など

グリーンボンド

グリーンボンド概要

発行体 アサヒグループホールディングス株式会社

発行年限 5年

発行額 100億円

発行日 2020年10月15日

資金使途

（1）  「アサヒカーボンゼロ」への取組み：再生可能エネルギー電力の購入、
　　 工場における省エネ設備の導入、ヒートポンプ自動販売機の導入
（2）  持続可能な容器包装に関する取組み：リサイクルPETの調達、

バイオマスプラスチックの調達
（3）持続可能な水資源を推進する取組み：社有林「アサヒの森」の維持

■ グリーンボンド発行の狙いと背景
アサヒグループは、国内食品メーカー初となるグリーンボンドを2020年に発行しました。調達

した資金は、主にリサイクルPETやバイオマスプラスチックの調達、再生可能エネルギーの購入、
社有林「アサヒの森」の維持などに充当します。グリーンボンドの発行により、気候変動への対応
や持続可能な資源利用など「アサヒグループ環境ビジョン2050」の達成に向けた取組みを加速さ
せ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。
このグリーンボンド発行は、中期経営方針の重点課題の一つである「ESGへの取組み深化」を踏
まえて、Finance部門としてサステナビリティを推進すべく、金融市場でのESG債発行の動向を認
識し、事例研究を経て、グリーンボンド発行により資金使途を明確にしてサステナビリティへの取
組みを対外的にコミットすることを提案しました。
　これは、各部門の戦略にサステナビリティ視点が組み込まれ、具体的に「アサヒグループ環境
ビジョン2050」の実現に向けた取組みの好事例だと考えています。
グリーンボンドの発行により、幅広い投資家から投資の意思が表明されたことに加え、アサヒ
グループのサステナビリティ活動に対する認知向上にもつながりました。

インパクトレポート

1.「アサヒカーボンゼロ」への取組み状況

　再生可能エネルギー電力購入量 14GWh

CO₂排出削減量 1,674t

2．持続可能な容器包装に関する取組み状況

リサイクルPET・バイオマスプラスチック等、
環境配慮素材の使用量

2,419t

3．持続可能な水資源を推進する取組み状況

　「アサヒの森」の概要
2020年の管理面積は2,467haとなり、アサヒ
ビール（株）の「ウォーターニュートラル」の95％
まで進捗しました。

※現在取得可能な環境データから適切なレポーティングができるよう、項目を一部見直しました。
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KPI・2020年結果一覧

取組みテーマ 対象組織 リスク/機会 KPIs 2020年結果

気候変動

グループ全体※1 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 Scope1、2、3の排出量実績：6,257千t-CO₂

グループ全体※2 リスク 2030年までにScope1、2においてCO₂排出量を50%削減する（2019年比) Scope1、2の排出量実績：760千t-CO₂、2019年比11%削減

グループ全体※1 リスク 2030年までにScope3においてCO₂排出量を30%削減する（2019年比） Scope3の排出量実績：5,497千t-CO₂、2019年比6%削減  

グループ全体※2 リスク 2050年までに使用する電力をすべて再生可能エネルギーにする 再生可能エネルギー由来の電力使用量：113,215 MWh、使用比率：12%

国内事業会社 リスク CO₂排出量を毎年前年比1%以上削減する Scope1、2の排出量実績：433千t-CO₂、前年比6%削減

国内事業会社 リスク 2025年までに全生産拠点の購入電力を100%再生可能エネルギーにする 再生可能エネルギー由来の電力購入量：26,054 MWh

AEI リスク 2030年までに工場におけるScope1、2の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 Scope1、2の排出量実績：239千t-CO₂、2019年比20%削減

AEI リスク 2025年までに工場において使用する電力を100%再生可能エネルギーにする 再生可能エネルギー由来の電力使用量：81,870 MWh 

AHA リスク 2030年までにScope1、2においてCO₂排出量を50%削減する（2019年比) Scope1、2の排出量実績：88千t-CO₂、2019年比3%削減

AHA リスク 2025年までに豪州とニュージーランドにおいて使用する電力を100%再生可能エネルギーにする 再生可能エネルギー由来の電力使用量：296 MWh

AHSEA リスク Scope1、2においてCO₂排出量を毎年前年比2%削減する Scope1、2の排出量実績：56千t-CO₂、前年比5%削減

持続可能な原料
調達

AGS リスク 2021年までにRSPO認証パーム油の購入比率25%を達成する（Book & Claim認証方式） 購入比率：約1%

AHSEA リスク 2021年までにマレーシアにおいてMSPO認証パーム油の購入比率20%を達成する 2021年に開始予定

持続可能な容器
包装

国内事業会社、
AHA、AHSEA

リスク 機会 2025年までにプラスチック容器を100%有効利用※3可能な素材とする
一部事業国で有効利用でない素材を使用※4

AEI リスク 機会 2030年までに容器包装を、リユース可能、リサイクル可能な素材とする

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 2020年の使用量目標に対し82%達成

AEI リスク 機会 2030年までに容器包装に主としてリサイクル素材を使用する

AHSEA 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 2021年に開始予定

ASD リスク 機会 「ラベルレス商品」の売上目標を達成する 販売実績：2,227千箱、2019年比206%  

AEI リスク 機会 2030年までにプラスチック容器包装の使用量を25％削減する（2019年比） 重量実績：2019年比7%増加

AHSEA リスク 機会 2025年までに製品1Lあたりに使用する使い捨てプラスチック量を毎年5%ずつ削減する 使用量実績：2019年比14%削減

AHSEA 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 使用率実績：100%

持続可能な水資源

グループ全体※5 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 水使用量原単位実績：3.5m3/kl

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に（5年に1回）実施する 水リスク調査実施拠点数：2拠点※6 ※7

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 「アサヒの森」涵養量：2019年比14%増加

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 再資源化比率実績：100%

※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）、AEI：アサヒヨーロッパアンドインターナショナル社、AHA：アサヒホールディングスオーストラリア社、AHSEA：アサヒホールディングスサウスイーストアジア社
※1 グループ全体：AB・ASD・AEI・AHA　※2 グループ全体：国内事業会社・AEI・AHA　※3 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　※4 事業国により、有効利用の考え方が異なる　※5 グループ全体：AB・ASD・AEI・AHA・AHSEA
※6 COVID-19の影響により、海外拠点での実施を延期　※7 2024年までに全拠点実施予定

▶ マネジメント65
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▶ マネジメント

報告対象範囲
アサヒグループの活動報告を中心に、一部の項目ではアサヒビール（株）をはじめとした個別のグループ会社の活動についても取り上げて報告しています。

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

国内酒類
事業

アサヒビール（株） ● ● ● ● ●

ニッカウヰスキー（株）※旧さつま司酒造（株）含む ● ● ● ● ●

（株）北海道ニッカサービス ● ● ● ● ●

（株）仙台ニッカサービス ● ● ● ● ●

サントネージュワイン（株） ● ● ● ● ●

アサヒフードクリエイト（株） ● ● ● ● ●

アサヒビールモルト（株） ● ● ● ● ●

アサヒビールフィード（株） ● ● ● ● ●

（株）アサヒビールコミュニケーションズ ● ● ● ● ●

アサヒドラフトマーケティング（株） ● ● ● ● ●

（株）なだ万 ● ● ● ●

エノテカ（株） ● ● ● ●

東京隅田川ブルーイング（株） ● ● ● ●

国内飲料
事業

アサヒ飲料（株）※旧富士山仙水（株）含む ● ● ● ● ●

カルピス（株） ● ● ● ● ●

アサヒ飲料販売（株） ● ● ● ● ●

（株）ミチノク ● ● ● ● ●

九州アサヒ飲料販売（株） ● ● ● ● ●

アサヒオリオン飲料（株） ● ● ● ●

国内食品
事業

アサヒグループ食品（株）※旧アサヒフードアンドヘルスケア
（株）、和光堂（株）、天野実業（株）含む

● ● ● ● ●

日本エフディ（株） ● ● ● ● ●

和光食品工業（株） ● ● ● ● ●

国内その
他事業

アサヒグループホールディングス（株） ● ● ● ● ●

アサヒクオリティーアンドイノベーションズ（株） ● ●

アサヒプロマネジメント（株） ● ● ● ● ●

アサヒロジ（株） ● ● ● ● ●

エービーカーゴ東日本（株） ● ● ● ● ●

エービーカーゴ西日本（株） ● ● ● ● ●

アサヒグループエンジニアリング（株） ● ● ● ● ●

アサヒビジネスソリューションズ（株） ● ● ● ● ●

アサヒカルピスウェルネス（株） ● ● ● ●

国際事業

オセアニア：アサヒホールディングスオーストラリア
（オーストラリア・ニュージーランド）

● ● ● ● ●

アサヒヨーロッパアンドインターナショナル（イギリス・
イタリア・オランダ・チェコ・スロバキア・ルーマニア・
ハンガリー・ポーランド）

● ● ●

東南アジア：アサヒホールディングスサウスイーストアジア
（マレーシア、インドネシア、ベトナム）

● ●

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

国内酒類事業

アサヒビール（株） ● ● ● ● ●

ニッカウヰスキー（株）※旧さつま司酒造（株）含む ● ● ● ● ●

サントネージュワイン（株） ● ● ● ● ●

アサヒビールモルト（株） ● ● ● ● ●

国内飲料事業 アサヒ飲料（株）※旧富士山仙水（株）含む ● ● ● ● ●

国内食品事業

アサヒグループ食品（株）※旧アサヒフードアンドヘル
スケア（株）、和光堂（株）、天野実業（株）含む

● ● ● ● ●

日本エフディ（株） ● ● ● ● ●

和光食品工業（株） ● ● ● ● ●

その他事業
アサヒカルピスウェルネス（株） ● ● ● ● ●

アサヒグループホールディングス（株） ● ● ● ● ●

国際事業

オセアニア：アサヒホールディングスオーストラ
リア（オーストラリア・ニュージーランド）

● ● ● ● ●

アサヒヨーロッパアンドインターナショナル（イ
ギリス・イタリア・オランダ・チェコ・スロバキア・
ルーマニア・ハンガリー・ポーランド）

● ● ●

東南アジア：アサヒホールディングスサウスイース
トアジア（マレーシア、インドネシア、ベトナム）

● ●

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

アサヒビール（株） ● ● ● ● ●

アサヒ飲料（株） ● ● ● ● ●

CO₂排出量・原単位、エネルギー使用量・原単位、再生可能エネルギー由来の電力使用量・使用率、水利用量の削減、排水量 副産物・廃棄物発生量・原単位

輸送によるCO₂排出量

※2020年の開示対象会社がグループ全体に占める割合は99%です（売上収益ベース）

※2020年の開示対象会社がグループ全体に占める割合は91%です（売上収益ベース）

※アサヒグループにおける特定荷主の会社を対象としています。
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編集後記
アサヒグループは、サステナビリティを経営により深く根付かせ、気候変動の大きな要因であるCO₂排出や、海洋汚染の要因となるプラスチックなど、

地球の生態系全体に大きな影響を与える環境問題に対するリスクと機会を特定し、社会及び事業の持続性に向けて環境への取組みを強化しています。
この度、環境への取組みの全体像を体系立ててご報告することで、アサヒグループの環境の取組みへの想いや姿勢を、ステークホルダーの皆様にご理解
いただくことを目的として、環境報告書を発行いたしました。
これからも“次世代の未来のために”、ステークホルダーの皆様と共創しながら、積極的に環境への取組みを推進し、地球と人を笑顔にする企業を目指

していきたいと思います。
本環境報告書をご一読いただき、是非忌憚のないご意見をいただけますと幸いです。

2021年10月　Head of Sustainability   近藤佳代子

社外からの評価

■環境の取組みへの評価
アサヒグループホールディングス（株）は、国際的な非営利団体CDP

が実施する気候変動の調査において、最高評価となる「気候変動Aリス
ト」企業に３年連続で認定されました。また、「サプライヤー・エンゲー
ジメント評価」においても、最高評価となる「サプライヤー・エンゲージ
メント・リーダー・ボード」企業に認定されました。今回の結果は、アサ
ヒグループが気候変動に関する目標「アサヒカーボンゼロ」を設定し、
再生可能エネルギーを活用した商品の製造や、ラベルレス商品の展開、
バイオガスを活用した燃料電池の導入など、その実現に向けて、日々、
さまざまな挑戦と革新を続けてきたこと、データの第三者による検証
などが評価されたものと考えています。
また、アサヒグループは、環境省が主催する「第2回ESGファイナン
ス・アワード・ジャパン」において、資金調達者部門と環境サステナブル
企業部門の2部門で受賞しました。同アワードは、ESG金融に積極的に
取り組む金融機関、諸団体や環境サステナブル経営に取り組む企業を
評価・表彰するものです

■ ESG 関連インデックスへの組み入れ状況
近年、主に国内外の機関投資家の運用において、財務的な観点だけでなく非財務への取組みを投資
判断の評価基準とするESG投資に対する関心が高まっています。国内外で数多くの機関がESG評価
を実施しており、アサヒグループも環境に関する複数のESGインデックスに組み入れられています。

アサヒグループはこれまで、環境関連のさまざまな表彰・認定を受けています。

※当社のMSCIインデックスへの組み入れや、MSCIのロゴ、商標、サービス
マーク及びインデックス名の使用は、MSCIまたはその関連会社による当社の
スポンサーシップ、保証、または宣伝ではありません。MSCIインデックスは
MSCIの独占的財産です。MSCI及びMSCIインデックスの名称とロゴは、
MSCIまたはその関連会社の商標またはサービスマークです。
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アサヒグループホールディングス株式会社

https://www.asahigroup-holdings.com/

〒130-8602
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番1号

Sustainability 部門 TEL：0570-00-5112

お問い合わせ

https://www.asahigroup-holdings.com/
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