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第６節 委員による所見 

 

第 6 節では、本委員会の 4 人の委員が、それぞれの専門的見地や調査結果をもとに、未

成年者にたばこ・酒類を取得・使用させない取組についての所見を述べる。 
 

アメリカにおける未成年者に対するたばこ規制と飲酒規制 

 
中央大学法学部教授 藤本 哲也 

 
 本報告書で示されているデータをみれば、我が国における未成年者に対する飲酒・喫煙

対策は未だもって十分とはいえず、未成年者にたばこ・酒類を取得・使用させない効果的

な取組を推進することが重要であると認識できるであろう。以下においては、参考までに、

アメリカにおける未成年者に対するたばこ規制と飲酒規制について紹介してみたいと思う。 
 

１．アメリカにおける未成年者に対するたばこ規制 

 1996 年 8 月 23 日に、クリントン前米大統領は、大統領命令として、「子どもと青少年を

守るために紙巻たばこと無煙たばこの販売・流通を規制する規則」を発表し、一般のたば

こに含有されているニコチンを、「中毒性のある薬物」に指定し、たばこを連邦食品医薬品

局(FDA)の管理下に置き、未成年者に対するたばこ販売や広告をきびしく規制した。そこで

は、18 歳未満の者へのたばこ販売が規制され、自動販売機による販売が原則として禁止さ

れた。また、たばこ購入時の身分証明書の提示も義務化された。広告規制についても、学

校や運動場から半径 1，000 フィート以内での広告看板の掲示を禁止し、その他の場所での

広告看板についても、カラーの文章は禁止され、また、若者が主要な読者層である出版物

における広告についても、カラーの文章は禁止された。さらに、帽子や T シャツ等にブラ

ンド名を付けることも禁止されたのである。 
 しかしながら、この規則においては、インターネットやメールオーダーの小売店は規制

から除外されていたため、上院は、インターネット等での販売を規制する法案(H.R.1108)
を 2007 年 2 月に提出したが、未だにその法案は可決されておらず、また法案への反対も少

なくないようである。 
 
２．アメリカにおける未成年者に対する飲酒規制 

 アメリカの法定飲酒可能年齢と酒類購入可能年齢は、州によって異なるが、州の大部分

が 21 歳以上（テネシー州とワイオミング州は 19 歳以上）としている。従来は、18 歳以上

としている州が多かったが、「反飲酒運転母親連盟」(Mother Against Drunk Driving)が連

邦や州に対して、積極的な運動を起こしたことや、1984 年の連邦法である「全米最低飲酒

年齢法」の制定によって、各州の飲酒・酒類購入可能年齢は 21 歳以上にすることが求めら
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れている。 
 それというのも、アメリカでは、連邦・州により、酒類販売に関する規制が行われてい

るが、連邦政府の権限は、基本的に連邦憲法により個別に与えられたものに限定されてお

り、そのため、酒類の規制は、州の固有の権限であり、州は酒類の規制に関して広範な権

限を有しており、連邦政府は、州内における酒類の販売等について規制を行うことは認め

られていない。ただし、連邦は、酒類の州際通商と国際通商に関しては権限を有している

ため、それ以外である酒類の州内取引は、州の管轄事項とされる。  
現在、酒類販売に関しては、32 州が免許制を、18 州が蒸留酒等に関して専売制を採用し

ているのであるが、例えば、ニューヨーク州では、州酒類管理局(State Liquor Authority)
が酒類免許及び酒類販売の管理を行っており、当局は、学校や教会から 200 フィート以内

の場所にある店舗には酒類免許を発行していない。また、ニューヨーク州では、州法によ

って、夜間（小売店は午前 0―8 時、飲食店は午前 4―8 時）の酒類販売時間の規制を行っ

ている。同様に、カリフォルニア州でも、教会、病院等に近接した場所、600 フィート以内

に学校、公園等がある場所、連邦政府関係の建物から 2 マイル以内に所在する店舗への酒

類免許の発行に制限を設けている。また、カリフォルニア州では、午前 2 時から午前 6 時

までの間は酒類販売・購入は原則として禁止されている。さらに、連邦法においても、合

衆国の管理するインディアンスクールのある地域では、アルコール飲料の販売は、原則と

して禁止されている。 
 また、ニューヨーク州をはじめとするアメリカの一部の州では、酒類販売の際の購入者

の年齢確認についての法令上の義務はないが、酒類販売店では、未成年者への販売を防止

する目的で、30 歳未満の外見の者に対して身分証の提示を求めることを行っており、その

ような州においては、購入者の身分証の提示が当然のこととなりつつあるようである。 
 また、広告規制については、「連邦取引委員会法」に基づいて、連邦取引委員会が、酒類

の不当表示や誇大広告を規制している。この他にも、カリフォルニア州では、映画館等で

の広告、21 歳未満の者の飲酒を奨励するスローガン等を含む広告が制限されている。 
 なお、自動販売機による酒類販売は、州によって厳格に規制されており、事実上の禁止

の状態となっている。 
 さらに、連邦法及び連邦規則では、飲酒運転とみなす血中アルコール濃度(BAC)の基準及

び飲酒運転の再犯者への罰則の基準を規定しているが、特に酒類の購入が禁止されている

21 歳未満の者等の飲酒運転については、より厳格な基準を設けている。そして、これらの

基準を満たす飲酒運転対策の法整備を行った州は、連邦政府から補助金が交付され、その

基準を満たさない州は、連邦補助金の一部につき、交付が留保されることとなっている。

また、連邦法は、21 歳未満の者の酒類購入等を合法化している州に対して、連邦道路補助

金のうち、道路建設プログラム等に充てられる額の一部の交付を留保している。 
 
 このように、アメリカでは、一般的に、たばこや酒はゲートウェイドラッグとして、「踏
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み石理論」（Stepping-Stones Theory）における、最初の踏み石にあたるものとして説明さ

れており、たばこや酒は、マリファナやコカイン等の薬物と同様の入門薬物として認識さ

れているのである。その結果として、アメリカでは、未成年者に対する積極的な喫煙・飲

酒の規制が行われている状況にある。我が国においても同様の施策が必要な時期に来てい

るといえるのではあるまいか。 
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未成年者を飲酒の害から守る政策 

 
独立行政法人国立病院機構久里浜アルコール症センター 

副院長 樋口 進 
 
中学校や高校に行って飲酒に関する講演をすると時々尋ねられる質問がある。「なぜ 19

歳は飲酒がだめで、20 歳はよいのか。」だ。飲酒に関して、19 歳と 20 歳の間に大きな質的

な差はない。しかし、広く思春期以前と 20 歳過ぎとを比べると、飲酒の人体や行動への影

響に質的差が存在する。もちろんこの変化は連続的である。医学的に見ると、成人に比べ

て未成年者は、アルコールの代謝速度が遅い、鎮静効果など脳のアルコール感受性が低い、

アルコールの臓器へのダメージが起きやすい、ことなどが主に動物実験を通して明らかに

なっている。また、脳の発達上、思春期は成人に比べて、理性より感情優位となる時期で

あることがわかっている。アルコールはこの感情優位に拍車をかけるので、様々な行動上

の問題を起こしやすいことも知られている。その例が、飲酒運転による高い事故リスクや

暴力である。 
 総じて、未成年者は成人に比べて、飲酒による健康問題や社会問題のリスクが高いとい

える。しかし、残念ながらそのリスクを察知して、問題の発生を予防できるほど、未成年

者は知識やスキルを習得していない。彼らに必要なのは、よりよい予防教育と飲酒の害か

ら彼らを守る社会システムである。本拙稿では、特に後者について筆者の感じたことをま

とめてみたい。 
 
１．飲酒可能年齢 

飲酒の影響を踏まえ、多くの先進国で未成年者の飲酒に制限を課している。しかし、国

によりその規制にはかなりの温度差がある。飲酒可能年齢をとってみても、15 歳という国

もあれば米国のように 21 歳という国もある。我が国の 20 歳は世界的にはかなり高い方に

位置している。我が国の未成年者飲酒禁止法の施行状況をみて、これを「ざる法」と呼ぶ

人がいる。確かに、今回の調査からみても、未成年者の多くが飲酒しているにもかかわら

ず、この法律違反で検挙される成人は年間 200 名にも満たない。いわば、国が未成年者の

飲酒を禁ずる姿勢を示した象徴的法律のようにも見える。残念ながら、この「ざる」状態

は我が国に限らず、世界に共通している。 
 だが、この法律の意義を軽んじてはならない。かつてベトナム戦争時代に、米国の多く

の州で徴兵年齢と参政年齢を踏まえて、飲酒可能年齢を 18～19 歳に下げたことがある。影

響で、この年代の飲酒運転事故や他の飲酒に関連した社会問題が急増し、連邦政府主導で

飲酒可能年齢を 21 歳にまで再度引き上げた。最近、ニュージーランドで可能年齢が引き下

げられ、米国と同じような問題が起きている。しかし、未だ年齢の再引き上げには至って

いない。わが国でも成人年齢の引き下げに関する議論がなされている。年齢が下がった場
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合に、飲酒や喫煙可能年齢が同時に引き下げられる可能性がある。米国などでの苦い経験

を踏まえて、我が国ではこの点に慎重であって欲しいと切に願う。 
 先人の努力で制定された我が国の未成年者飲酒禁止法は、世界に冠たる法律といってよ

い。課題は、施行の厳格化にある。 
 
２．未成年者の飲酒をゼロにする施策 

本事業委員の尾崎先生などが中心になり、厚生労働科学研究の一環として、1996 年から

4 年ごとに我が国の中学生・高校生に対する飲酒・喫煙の実態調査が行われてきている。そ

の結果によると、未成年者の飲酒者割合は明らかに低下してきている。これは大変喜ぶべ

き傾向であるが、割合そのものは依然として高水準にある。既述の法律からすれば、本来

これは「ゼロ」でなければならないはずだ。 
 政府も対策はとってきている。例えば、平成 12 年 8 月に、酒類に係る社会的規制等関係

省庁連絡協議会から「未成年者の飲酒防止対策及び酒類販売の公正な取引環境の整備に関

する施策大綱」が出されている。また、厚生労働省の健康日本２１の 2012 年までに達成す

べき目標の一つに、未成年者の飲酒を「ゼロ」にすることを掲げ、運動を展開してきてい

る。しかし、これらの対策の効果が充分に上がっているとはいいがたい。 
 学校での教育でも、喫煙、違法薬物、エイズ等の他の健康問題に比べると、飲酒予防教

育の実施率は相対的に低いことが報告されている。そもそも学校での教育が生徒の行動変

化に繋がることを示すエビデンスはほとんどない、とされている。ただ、単なる座学でな

く、地域や両親を巻き込んだ継続的かつ多面的教育の効果については多くの研究で実証さ

れている。また、仮に単なる知識の享受であっても、問題に対する理解は意識の向上に繋

がり、正しい政策の実施を後押しする。このような面からも、未成年者飲酒に関する教育

の工夫と推進が必要である。 
 もう 1 点強調したいのは酒類の価格である。アルコール消費量は、酒類の価格に大きく

影響を受ける。安ければ消費量は増えるし、高ければ減少する。未成年者は特に価格に敏

感である。最近、若者に最も飲まれているのは、甘いカクテル類（ready-to-drinks 略して 
RTDs と呼ばれている）である。まさに、この RTD が特に量販店で安く売られている。場

合によっては、ジュースより安く売られている場合もある。未成年者の飲酒を抑制するた

めにも、適正な価格の設定と維持が必要である。 
 
３．未成年者を守る環境の整備 

未成年者を酒の害から守るためには環境の整備も重要である。その点でまず考えなけれ

ばならないのは、宣伝・広告である。若者は成人に比べて宣伝に敏感である。これを裏付

けるように、最近の縦断的研究では、宣伝と若者の飲酒および大量飲酒との間に有意な関

係を認めている。また、この宣伝には累積効果があり、暴露し続けるとその効果が、中年

世代にまで持ち越されることが示されている。我が国では、酒類の宣伝・広告に規制は全
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くない。メーカー等が宣伝広告の自主基準を作成しているが、実効性のあるものとはいい

がたい。そもそもそのようなことを期待すること自体が間違っている。 
宣伝・広告はその内容だけではなく、スポンサーの相手先も重要である。健康番組やス

ポーツ番組に酒類の宣伝が流れたら、若者はアルコールと健康に関して誤った認識を持つ

ようになるかもしれない。 
 ところで、未成年者が最初に飲酒するきっかけは、両親であることが最も多い。子ども

の飲酒に対する両親のしつけは、子どもの飲酒行動に反映されることが多くの研究で示さ

れている。そうすると、我が国では、子どもを守るはずの両親が、むしろ子どもの健康や

発達を害しているという皮肉な現象が頻発していることになる。この現象は両親に限った

ことではない。未成年者の飲酒に対する異様な寛容さは、地域や学校を含め至るところに

ある。この寛容さを変えていくためには、広く社会に対しての教育やパブリックキャンペ

ーンが必要である。 
 
４．政府は本腰を 

以上、未成年者の飲酒について私見を述べてきた。未成年者を飲酒の害から守るのには、

さらに、未成年者飲酒禁止法の施行の厳格化、未成年者や彼らを取り巻く周囲も含めた教

育の充実、酒類の価格や宣伝・広告に関する政策の検討などが、必要であると思われる。

このような政策を包括的に実施できるのは、もちろん政府しかない。しかし、最近の政府

の未成年者飲酒問題対策は以前にも増して停滞傾向にあるように思えてならない。我々の

将来にとって最も大切な財産である未成年者の健全な発達と健康のために、政府は飲酒対

策にも本腰を入れていただきたい。 
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女性と飲酒について 

 

医療法人東北会東北会病院 

院長 石川 達 

１．はじめに 

今回の未成年の飲酒調査で、有職女性群をはじめ、未成年女性の飲酒状況の増加が明ら

かとなった。その結果、今後増加するであろう、若年者や女性アルコール依存症では、一

般的な中年男性を対象とした、従来の治療プログラムだけでは難しく、新たな対応が迫ら

れている。女性と飲酒について、女性アルコール依存症を中心に、現状の問題点と対応に

ついて考えてみたい。 

２．アルコール依存症の最近の傾向 

現在のアルコール医療の臨床でも、65 歳以上の増加（高齢化）、軽症化と並び、若年層の

増加（低年齢化）、女性アルコール依存症者の増加が指摘されている。軽症化とは、いわゆ

る酩酊し暴力問題などの社会的障害を繰り返す“騒々しい（目立つ）”タイプのアルコール依

存症が減少し、抑うつ症状を前景に呈する、「抑うつ（目立たない）」タイプが増加してい

ることを意味する。その結果、わが国の、飲酒問題を否認ないし軽視する寛容な飲酒文化

と相俟って、アルコール依存症は一層発見されにくくなる一方、うつ病と診断され、飲酒

しながら抗うつ薬、抗不安薬や睡眠薬を服薬し、医源性の処方薬依存を合併するに至った

患者も少なくない。 
また、県別のアルコール個人消費量と自殺率が相関するという報告があり、アルコール

と自殺問題も強く関連していることが指摘されている。世界保健機関（WHO,2000）によ

れば、全自殺者の 98%に精神疾患の既往があり、第 1 位が気分障害(30.2%)であり、第 2 位

がアルコールを含む物質関連障害(17.6%)であった。自殺予防という視点からも、アルコー

ル関連問題への対応が、急務であることは論を俟たない。 

３．各種の統計報告から 

「国民栄養調査」（厚生労働省平成 4 年から平成 17 年まで）によると、アルコール依存

症ないし、その予備軍と考えられる、飲酒習慣のある成人は男女共に減少傾向にある。ま

た、男性では 20 代から 30 代にかけて比較的緩やかに上昇し頂点に達し、40 代以降は次第

に習慣飲酒が減少する傾向にあるものの、女性では、20 代から 30 代まで 3～5 倍、30 代か

ら 40 代にかけて 1.5～2 倍と急激に習慣飲酒者が増加している。一方、国税庁「酒のしお

り」によれば、各国別人口一人当たりアルコール飲料消費数量では、日本は 6 ﾘｯﾄﾙ/年の後

半を維持しており、これは米国の数値とほぼ一致している。すなわち、習慣飲酒者が減少

し、わが国には、遺伝子的にアルコールに弱いタイプが 4 割いるという現状を考えると、

飲める体質の人が大量に飲酒している可能性がある。 
女性アルコール依存症者の増加傾向については、「日米研究成人の飲酒実態と関連問題の
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予防に関する研究」（2004 年厚生労働省報告）では、全国の推定アルコール依存症者数は

450 万人であり、女性の占める割合は、前回 1984 年の 0.6%から 1.2%と倍増していた。ま

た、筆者の勤務する東北会病院での統計でも明らかで、新来患者の 10 年毎の男女比をみる

と、約 15：1(1978)、11：1(1988)、6：1(1998)、4：1(2008)と明らかに増加している。ま

た、入院患者でも、24：1（1978）から 5：1(2008)へと同様の傾向である。年齢層をみる

と、20 代、30 代で 5 割を越える。前に最近の傾向として若年層の増加を挙げたが、特に女

性で明らかであり、20 代では 0.96：1 とむしろ女性のアルコール依存症が多い。この傾向

は、今後もさらに続くもの予想される。 

４．特徴と問題点 

飲酒動機として、男性では職業上や人間関係上での社会的習慣として、長期間飲酒した

結果問題飲酒に至る場合が多いが、女性では未解決な個人的な葛藤や喪失などのできごと

が動機となることが多い。その状況などから、「自立葛藤」型、「空の巣」型、「嗜癖合併」

型などに区別される場合がある。生化学的に男性と比べ、性ホルモンの関与により、アル

コール代謝が阻害されアルコール血中濃度が上昇しやすく、短期間でアルコール依存症に

なりやすく、男性より少ない量で脂肪肝になるなど臓器障害に罹りやすい。特に、20 代、

30 代の女性アルコール依存症者では 7 割程度に摂食障害を、さらに買物依存、カード（浪

費）依存、ギャンブリング依存、窃盗癖など、他の嗜癖行動を併発する、いわゆる「クロ

スアディクション」を呈する場合も多い。 
また、若年アルコール依存症では、他の依存性物質の使用（約 5 割にアルコール以外の

薬物乱用歴）、人格障害、問題行動の多発、治療反応性の乏しさ、進行が早く、予後が不良

などの問題が指摘されている 
以上のように、近年増加している若年女性アルコール依存症者では、女性固有の特徴に、

さらに若年型の特徴が加わることになる。 
今回の調査が明らかにしたように、未成年女子の飲酒が増加しているということは、そ

のようなタイプのアルコール依存症が今後増加することを予測させるものである。 

５．今後の課題 

アルコール依存症からの回復支援には、医療機関、保健行政機関、相互支援（自助）グ

ループなど社会資源の充実と連携が不可欠である。しかしながら、地域格差が大きく、ア

ルコール医療が精神科治療として全く標準化されていない地域や自助グループが活動して

いない地域が依然として多く存在する。さらに、わが国の伝統的アルコール医療は、ある

程度社会性のある中年男性を対象にしたプログラムが中心であるため、個別的な対応が不

可欠な若年女性のアルコール依存症者の対応には、かなり苦慮しているのが現状である。 
以上の現状から、アルコール問題の最も効果的な対策は予防である。喫煙問題同様、ア

ルコール健康教育が極めて重要となる。わが国には、医療、行政、教育機関、民間団体が

一丸となり喫煙率を低下させた実績があり、同様の対応を飲酒問題にも、と切に願う。 
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未成年者の喫煙をなくすために 

 

鳥取大学医学部社会学講座環境予防医学分野 

准教授 尾崎 米厚  

 
現代の、世界の喫煙対策は、2003年に承認された「たばこの規制に関する世界保健機関

枠組条約（タバコ規制枠組条約：FCTC）」の内容が基本となっている。これは、喫煙と受

動喫煙を減らすためのもので、日本をはじめ批准した国々に、条約に基づく政策を実施す

ることを求めている。未成年者の喫煙に関するものでは、１）タバコ需要を減らすための

価格や課税措置、２）受動喫煙からの保護、３）誤解をまねくタバコの名前の規制とタバ

コの箱の健康警告表示の強化、４）教育と情報伝達、５）あらゆるタバコ広告、販売促進、

スポンサーシップの禁止、６）未成年者への販売禁止（未成年者に自動販売機を使用させ

ないことも含む）、などがあり、多くの項目が関連している。 
わが国には、未成年者喫煙禁止法があるにもかかわらず、中高生にはすでに多くの喫煙

者がいることが報告されてきている。成人の喫煙者に尋ねても、未成年のうちから喫煙を

開始していたと回答するものの割合は高い。したがって、そもそも吸い始めない喫煙防止

が極めて重要であるといえ、多くの喫煙者が喫煙を開始する思春期が重要な時期となる。

しかし、わが国では、未成年者が他人のタバコの煙に接する場面も多く、様々なタバコ広

告など未成年者が喫煙に関心を持ってしまう環境も多いという問題が存在する。FCTCを遵

守するためにも、更なる対策の強化が望まれる。 
 
１．調査結果から読み取れること 

 本調査は、２つの主要な調査が含まれている。ひとつは、未成年者へのインターネット調

査、もうひとつは、小売店舗調査である。 
 未成年調査では、インターネット調査という代表性に問題がある調査ではあったが（喫

煙率がやや低い集団）、今までの未成年者を対象とした調査の結果と比べたところ、比較

的近い標本抽出ができた可能性がある。また、従来の調査では調査対象に加えることが難

しかった、高校卒業後の未成年者への調査が実施でき、有職未成年者の喫煙率の高さが明

らかにできたことも本調査の特徴である。この調査からは、いくつかの課題が見出された。

未成年者への母親の喫煙の影響の大きさ、喫煙と健康影響に関する知識がまだ不十分であ

ること、未成年者の喫煙禁止についての認識が弱いこと、特に喫煙者は未成年喫煙に関す

る規範意識が弱いこと、自宅や友人宅で喫煙する場合が多いため親の役割が重要であるこ

と、大人が未成年者の喫煙をあまり注意していないこと、などまだまだ課題が多いことが

明らかになった。未成年者のタバコの入手場所から自販機が大幅に減ったことが示唆され

る結果を得たが、コンビニエンスストアは、依然多いし、買おうとして買えなかったとす

る者の割合は低く、対面での販売規制の強化が求められる。また、少ないとはいえ、自動
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販売機から入手したと回答したものがあり、どのようにして入手したのかを今後検討する

必要があろう。 
 
 本調査は、さらに小売店舗調査を訪問留置法により846もの小売店への調査を実施した。

これは今までに類を見ない調査対象と調査数で、非常に貴重な調査である。その中でもい

くつかの課題が浮かび上がった。コンビニエンスストアでは、おそらく以前に比べ、未成

年者への対面販売規制のための年齢確認が徹底してきた様子が伺え、タバコ屋よりは年齢

確認がなされているが、いまだに完全には実施できていないことが明らかになった。これ

は、未成年者調査での結果とのズレが認められ、仮に両者の回答が正しいとすれば、年齢

確認がかなりなされていても、年齢確認が十分できない場合が時々あれば未成年者は十分

タバコを手に入れることができることを示すものである。 
 成人識別自動販売機は、未成年者が買えないようにするために導入されたものであるが、

小売店側でもかなりの割合が、「未成年者の購入を見たことがある」と回答していたのは驚

きである。さらには、店内から見えない自動販売機の割合も高い。成人識別自動販売機で

も完全な対策になっていないことを物語っている。 
今回の小売店調査により、貴重な情報を得ることができた。私個人としては、未成年者

にタバコを売り続けている小売店は、もっと年齢確認を強化してほしいと思うが、小売の

最前線の1点だけに責任を負わせるのは、問題があると思う。いろいろな社会的な問題の結

果起こっていることを最後の販売場面のみの責任にしてはいけない。また、逆に「親の影

響が大きいから、親が黙認しているから悪いので、これは家庭教育の問題だ」と親の責任

だけにしてもいけない。タバコをやめられない親も含め、親の世代も犠牲者かもしれない。

もっと、多面的に対策をうつべきであろう。そもそも、未成年者が買いにいかないように

するにはどうしたらよいか、という検討が必要であろう。 
 

２．わが国が取り組むべき対策 

 わが国の現状と、本調査の結果及び FCTC の求める未成年者の喫煙対策を照らし合わせ

て考えると、今後わが国が取り組むべき対策としては、未成年者が買うのをためらうくら

いまでタバコの価格を上昇させること（タバコ税上昇による）、親の喫煙を中心とした未成

年者へのタバコ煙の曝露の減少（受動喫煙の被害も喫煙に興味を持つことも減る）、タバコ

に興味を抱かせるような広告、スポンサーシップなどの禁止、タバコの健康被害を軽く思

うような銘柄の名前、低タール低ニコチンなどの強調の禁止、学校を中心とした未成年者

への喫煙防止教育の更なる強化、さらに大人への教育やマスコミの報道などによる「大人

も子どもも、健康のためには喫煙は良くない」というメッセージの流布による社会規範の

醸成などがあげられ、なすべきことはとても多い。国際的な研究では、未成年者の喫煙防

止には、タバコ価格の上昇が効果的であるとの報告も多いため、思い切った価格上昇は検

討される価値があろう。 
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 以前に比べるとわが国の喫煙対策が進展したことは間違いない。公共の場所や公共交通

機関や職場など受動喫煙防止対策は確実に進歩したし、禁煙治療も広がってきた。未成年

者が以前よりはタバコが買いづらい状況も進んできた。効果のほどは定かではないが、学

校での喫煙防止教育の推進、テレビ広告などの業界の自主規制なども行われてきた。わが

国の特徴は、国を挙げての強力な法的規制を行わないまま、関係者、関係団体の自主規制

的な努力により、一定程度の成果を達成してきたことであろう。しかし、これ以上の成果

を生むためには、この方法のままでは、むしろ多大な労力が必要になるかもしれない。さ

らなる進展をみるためには、思い切った法的規制を行うことが逆に早道になるのではなか

ろうか。タバコ税の上昇、広告や販売促進、スポンサーシップの禁止、銘柄名規制やパッ

ケージの健康警告強化、未成年者への販売禁止などいずれも法規制の強化で達成しやすく

なるのではないだろうか。このような観点での検討を開始するころは十分価値のあること

だと思われる。 
 
 本調査では、これらを裏付けるように、いままでの成果と今後の課題が明らかになった。

本調査の結果を広く国民へ周知し、成人を含めた多くの人々に関心を持ってもらい、本調

査の結果を生かした対策の推進が望まれる。 
 
 

 


