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1. 緒言 

現在，日本では禁煙に対する社会的な取り組み

が少しずつではあるが積極的になっている。 

しかし，世界に目を向けるとまだまだ日本の取

り組みは消極的なのではなかろうか。日本の現行

の保健体育教科書では，日本の社会的取り組みだ

けでなく，諸外国の喫煙に対する積極的な取り組

みについて取り上げられているのだが，それらの

内容は古く，最新のものではない。そこで，本研

究では，諸外国の喫煙に対する社会的取り組みに

ついて最新の情報を収集し，その中でも消費者に

直接関わりのある，警告表示，たばこの価格(税)，

広告規制，喫煙規制に焦点を当てて，それらが喫

煙率とどのような関わりを持っているのかを明ら

かにすることを目的とした。そして，日本の保健

体育科教科書教材づくりの一助となるような基礎

的情報を提供する。 
 

2. 研究方法 
2-1 調査方法 

今やインターネットは私たちの生活のなかに深

く浸透し，肥大し続けている。何か最新の情報を

得ようとする時，インターネットを利用すること

が一番の近道ではないだろうか。それは日本の情

報だけにとどまらず，世界中の情報がインターネ

ットから入手にすることが出来る。 
このように情報化社会が進む今，本研究では，

便利でたくさんの情報を得ることが出来るインタ

ーネット検索を用いて調査することとし，「たばこ

と健康対策」1)という本を先行研究として研究を進

めた。 
 

2-2 調査対象 
対象とする諸外国は，フランス，イギリス，ド

イツ，オーストラリア，イタリア，カナダ，アメ

リカ，ブラジル，スウェーデンの先進国 10ヶ国と，
その他シンガポール，タイの計 12カ国を選出した。
理由としては，これらの国々は先行研究で述べら

れているということ，現行の教科書で取り上げら

れていること，また，具体的な資料が得られやす

いことや特徴的な取り組みがなされていたという

ことからである。 
 
3. 日本の社会的取り組みと喫煙率 
○警告表示 

「喫煙は，あなたにとって肺がんの原因の一つ

となります。疫学的な推計によると，喫煙者は肺

がんにより死亡する危険性が非喫煙者に比べて約

2 倍から 4 倍高くなります。」などの文をパッケー
ジの主要な 2 面へそれぞれ 30%以上の面積を使っ
て表示する。 
○たばこの価格，税 

1箱約 270円で，この場合，177.2 円が税金で，
税率でいうと 63.2％である。 

 
○広告規制 
テレビ，ラジオ，インターネット等におけるた

ばこ広告は基本的に禁止。電車・バスなどの公共

交通機関への広告の掲出の禁止，屋外広告の禁止，

新聞・雑誌への広告規制を行っている。 
○喫煙規制 
健康増進法により，「飲食店その他の多数の者が

利用する施設を管理する者は，これらを利用する

者について，受動喫煙を防止するために必要な措

置を講ずるように努めなければならない」とされ

ている。 
○喫煙率 
「平成 17年全国たばこ喫煙者率調査」によると，

2005 年の成人男性の平均喫煙率は 45.8%だった。
これは，昭和 40 年以降のピーク時(昭和 41 年)の 
83.7％と比較すると，39 年間で約 45％減少したこ
とになる。男性の喫煙率は，この 14年間，減少し
続けているが，諸外国と比べると，未だ高い状況

にある。また，男性の喫煙率が減少傾向を示して

いるのに対して，女性の喫煙率が増加している。 
 

4. 各国の取り組みと喫煙率との関わりについて 

カナダ 
写真を使った警告表示をいち早く始めたのはカ

ナダで，2000年 12月から導入した。箱の両面（英
語，仏語を片面ずつ）の上半分に印刷されている。 
喫煙率をみると，2000 年に警告表示の導入はあ
ったが 1999年から 2002年にかけては変化がない。
しかし，喫煙規制や広告規制がさらに厳しくなる

方針であるので，これからの喫煙率の低下に期待

できるのではないだろうか。 
フランス 
警告表示は，ＥＵ（欧州連合）政府の指令に従 

って 2003 年 10 月より白地に黒の太字でパッケー
ジの表側約 30％の面に，「喫煙は死を招く」などと
印刷された。 

2005 年現在，１箱約 660 円。2003 年 10 月の値
上げで，たばこの１箱当たりの平均価格は約 588
円から約 691 円となり，販売価格のうち約 80％が
税金となった。2006 年初めにも再値上げが予定さ
れており，その場合は約 806 円に跳ね上がり，欧
州でフランスが最も高くなる。 

喫煙率をみると，1993年から 2002年まで大きな
変化はみられなかった。 

イギリス 

イギリスは，1965 年世界で初めて電波媒体での
たばこ広告を法律で禁止した国である。テレビ，

ラジオ，新聞，雑誌，屋外広告，公共交通機関な

どあらゆる場においての広告が禁止。 

喫煙率をみてみると，1960年から 1970年に 7.5％，
1980年にかけては 17％もの減少がみられる。イギ
リスでは電波媒体での広告禁止が喫煙率に大きく

反映したことが分かった。 



イタリア 

2005 年，公共施設，レストラン等での喫煙を厳
しく規制する禁煙法が施行された。 

テレビ広告が 1991 年に禁止されているが，喫煙

率にあまり影響はなかった。1994 年から 1998 年を

みると，4 年間で全体が 7.3％，女性で 7.5％減少

している。この間に警告表示の変更や，喫煙規制

が義務付けられたような動きはないので，たばこ

の値段が上昇した影響と考えられる。 

ドイツ 
2003年 10月より，ＥＵ（欧州連合）政府の指令
に従っているため，フランスと同様，2003年 10月
より，新しい警告表示になった。また，2008 年 3
月までに飲食店全体の 90％で客席の半数を禁煙席
にするという自主的な規制が導入された。 
ドイツは喫煙天国と言われるだけあり，男性の

喫煙率は高い。1997 年から 2002 年の喫煙率は 5年

間で全体がわずかに 1.6％，男性が 4.2％減少して

いて，女性では 1％上昇している。しかし，喫煙規

制が厳しくなることや，新しい警告表示が導入さ

れることで今後の喫煙率がどう変わっていくかが

楽しみである。 
オーストラリア 
 2005 年よりパッケージに写真や絵などの警告表
示を義務付けられた。 

たばこの価格は 2002年現在，1箱約 300円。税
率は 1995年で 65％であった。 
1993 年から 2002 年の喫煙率は 9年間で 8.5％の

減少がみられる。これは 1993 年以降のたばこ消費

税の増加により，価格が 23％上昇した影響である

と思われる。 

タイ 

 2005 年からパッケージに写真や絵などの警告表
示を義務付けられた。肺ガンなど喫煙による害が

分かるような写真が，たばこ箱の両面の半分ずつ

を占めるようにし，警告文はタイ語と英語で記載

されている。 

喫煙率 1981 年から 1988 年で男女，全体のすべ

てにおいて 10％以上上の減少があってからはほぼ

横ばい様態である。2005 年からの新警告表示の導

入は，今後の喫煙率に影響を及ぼすのだろうか。 

ブラジル 

 2000年12月より箱の片面全面に写真や絵などの
警告表示を義務付けられ，2004 年 7 月にさらなる
新警告表示が定められた。 

2002年までの過去 14年間に比べ，サンパウロで
の喫煙者は現在，37.5％も減っている２)。警告表示
の効果が現れたのだろう。今後も，新たな警告表

示による喫煙率の減少が期待される。 

シンガポール 

 2003年から，1本につき約 18円のたばこ税が課
せられることになった。2003 年の 3 月にもたばこ
税は増税されており，2月時点で約 470円だったも
のが，僅か半年にも満たない間に約 580円となり，
25％も値上がりした。 
 2004 年からパッケージに写真や絵などの警告表
示を義務付けられた。 

シンガポールは嫌煙家には天国，愛煙家には地

獄のような国といわれている。喫煙率は全体で

15％，女性では 3.1％と，とても低い。 
アメリカ 

アメリカでは，州政府，市などの地方自治体に

よって税などを定めているため，州によって取り

組みの違いが見られた。 

喫煙率は 1965 年から 1987 年にかけては男性で

22％も低下している。しかし，警告表示が導入さ

れた 1989 年より先は大きな変化はみられず，少し

ずつ減少している。アメリカでは，州政府，市な

どの地方自治体によって税などを定めているため，

国全体での喫煙率を低下させるのは難しいことな

のだろうか。 

スウェーデン 

 たばこの価格は 20本入り 1箱約 578円。たばこ
税の割合は価格の 39.2％に加え，たばこ 1 本につ
き約 3 円の税金がかけられている。さらに商品価
格に 25％の付加価値税（消費税）が含まれ，税金
の合計額が 402 円，販売価格内訳の約 70％を占め
ている。 
喫煙率は，2002 年では男女共に 19％と，とても

低い値になっている。この理由は国民自身の健康

志向が高いことと，たばこの価格の高さがあるよ

うだ。しかし，1993 年から女性の喫煙率が男性を

上回っていることは，大変興味深い。国全体の喫

煙率は低いとはいえ，女性の喫煙率が高いことは

問題である。 
 

4. まとめ 
諸外国の取り組みと喫煙率を比較していくと，

最も喫煙率の低下と関わりがあったのはたばこの

値段（税）であった。イタリア，オーストラリア，

スウェーデンなどで顕著な効果がみられたように，

「価格が上昇する＝税率が上がる」ことが，喫煙

率の低下に大きく影響を及ぼしていた。また，イ

ギリスでは電波媒体の広告規制が喫煙率の低下に

つながったが，イタリアではテレビ広告の禁止に

よる効果はなく，喫煙率の低下はみられなかった。

この様な差がみられるのはそれぞれの国柄のせい

なのだろう。しかしながら警告表示や喫煙規制が

厳しくなったことで喫煙率が下がったという報告

は世界各国からなされている。それはその国々の

国柄であるとか，国民性などが関わってくると考

えられるが，今回焦点を当てて調べた 4 つの社会
的取り組みは，どれをとっても喫煙を規制するた

めには欠かせない重要な取り組みであり，全てに

おいて力を入れて取り組むべきことである。 
各国の現状を調べてみて，ここ数年の間でさら

なる喫煙対策を導入した国が多かった。写真や絵

が入った警告表示の義務付けや厳しい喫煙規制，

税率をあげるなど，様々な対策がとられることで，

世界各国の今後の更なる喫煙率低下が期待される。 
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