ガラスびん SDGs 読本発刊に際して

1952年
（昭和27年）
に創立した日本ガラスびん協会は、本年で70周年を迎えました。
この間、会員各社が一体となり、国民の快適で豊かな生活に寄与すべく、技術革新、
３Ｒ
（スリーアール）
、環境課
題への対応など、積極的な取り組みを推進してまいりました。
4000年の歴史を持つガラスびんは、常に人々の生活に寄り添い、今も脈々と日常を支えています。
これは、
ガラスびんの素材特性が遺憾なく発揮された証しであり、
「100年前のガラスびんが今に活かされ、今の
ガラスびんも100年先に活かされる」
の所以にもなっています。
さて、ガラスびんを取り巻く市場環境は、利便性と効率を優先する社会構造にあって、他素材容器の台頭や人
口減少などの影響もありダウントレンドが続いています。また、2020年前半より流行している新型コロナウイル
スの感染拡大と長期化は、
アルコール飲料を中心にガラスびんの需要に影響を与えることになりました。
一方、地球温暖化やプラスチックによる海洋汚染は、近年、様々な形で顕在化し、世界的にも大きな課題として
喫緊の対応が迫られている中、国連で採択されたSDGs
（持続可能な開発目標）
を契機として、企業や団体はもと
より社会全体が、持続可能な社会の実現に向け、積極的な取り組みが展開されています。
私共ガラスびん業界も、ガラスびんを通してSDGsの各々の目標に対し貢献できる内容や項目を取りまとめ、
2021年3月に取り組み開始の宣言を行いました。
また、2050年を目標としたカーボンニュートラル宣言を受け、
ガラスびん業界として
「脱炭素」
に向けた具体的
な活動を開始することにいたしました。これらは共に将来を見据えた壮大な取り組みであり、ガラスびん業界を
挙げて積極的に取り組んでまいります。
この度、創立７０周年を記念して発行したエシカルパッケージ
「ガラスびんSDGs読本」
は、
ガラスびんが果たす
具体的な取り組み内容を、SDGsの各々の目標となるゴールと紐付けし、判りやすく編集したものです。この機会
に多くの皆様にご愛読いただき、
ガラスびんへの理解を一層深めていただきますようお願い申し上げます。
当協会は７０周年の節目を契機とし、会員各社と共に技術の研鑽に励み、業界の発展を目指し、さらなる努力を
重ねてまいる所存でございますので、格別のご支援とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

日本ガラスびん協会
会長

山村

幸治

100年前のガラスびんが今に活かされ、
今のガラスびんも100年先に活かされる。
ガラスびんを通じて持続可能な社会に貢献

※

ＳＤＧｓ(エスディージーズ)（Sustainable Development Goals）
持続可能な開発目標とは
２０１５年９月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された
２０３０年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。
１７のゴール・１６９のターゲットから構成され、
地球上の｢誰一人取り残さない（leave no one behind）
｣ことを誓っています。
ＳＤＧｓは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル ( 普遍的 ) なものです。
ＳＤＧｓは、社会、経済、環境の３側面から捉えることのできる１７のゴールを、
統合的に解決しながら持続可能なよりよい未来を築くことを目指しています。
企業や地方自治体、市民社会、そして一人ひとりに至るまで、
すべての人の行動が求められている点が大きな特徴です。
まさにＳＤＧｓ達成のカギは、一人ひとりの行動に委ねられているのです。
ガラスびんに関わる私たちも、
ＳＤＧｓ達成の一翼を担っています。
ガラスびんをつくり、ガラスびんを使い、使い終わったガラスびんを有効に利用し、
ＳＤＧｓの達成に貢献していきます。
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※エシカルパッケージ：日本ガラスびん協会では、環境に配慮し、人に優しく、地域や社会に貢献するガラスびん容器を「エシカルパッケージ」
と称しています。

再使用

溶融

❸

ガラスびんのSDGs

利便性とのトレードオフ

100 年前のガラスびんが今に活かされ、
今のガラスびんも 100 年先に活かされる。
4000 年の歴史を持つガラスびんは、

常に人々に寄り添い今も生活を支えています。

ガラスびんはガラスという素材特性ゆえに、

３Ｒのすべてが成り立つ環境特性を有しています。

これからもガラスびんは持続可能な社会の実現に向け貢献してまいります。

ガラスは自然界に存在する天然素材からつくられた単なる無機物だけではなく、
ガラス特有の中身に対する安定した性質を有しています。

そのため、リユース適性に優れ、複雑な処理を必要とせず、

ムダなくリサイクルすることが可能です。

何回も再使用され、何度でも生まれ変わり、
100 年前のガラスびんが今に活かされ、

今のガラスびんも 100 年先に活かされる。

ガラスびんだからできる、リユースと水平リサイクルです。
私たちは地球環境のことを考え、

100 年先の未来のためにガラスびんを推奨します。

利便性とのトレードオフを考えるSDGs
「便利だから」
「効率が良いから」
「捨て易いから」
と世界規模で利便性を追求してきた結果、プラスチック廃棄物は加速的に増加
し、近年顕在化した地球規模の環境課題である海洋プラスチックごみや資源循環の問題を引き起こしています。今こそ、地球環境
の持続可能性や生態系への影響を考え、行動する時です。

ガラスびんの実情

●容器として優れた機能を持つガラスびんだが、
「重い」
「割れる」といった弱点がある。
●ハンドリングや利便性が重要視され、缶やPETボトル、プラスチック製容器などの廃棄しやすい
他素材容器に代替されつつある。

地球規模の環境課題

社会への問い掛け

みなさんへの問い掛け
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●地球規模の環境汚染（海洋プラスチックごみ）
●地球規模の気候変動
●地球規模の廃棄物問題（国内処理・資源有効利用・資源循環）

●利便性優先のままでいいのか？
●利便性以外の評価指標を持たなくてもいいのか？
●利便性と環境をトレードオフしてきたことへの本質的な再考が必要な時期に来ているのでは？

自分事のSDGｓとして何をすべきか？

ガラスびんのSDGs

貢献・取り組み

ガラスびんは、SDGsの達成に必要とされる容器です。

日本ガラスびん協会は2015年9月に国連サミットで採択された持続可能な世界を実現するため、
2 0 3 0 年 ま で の 国 際 目 標 で あ る 1 7 の ゴ ー ル・1 6 9 の タ ー ゲットから 構 成 さ れる S D G s
（Sustainable Development Goals ： 持続可能な開発目標）
に対して、その理念に共感し事業活
動と社会活動を通じて、何に貢献できるかを明確にしました。

「経済」
「社会」
「環境」のガラスびんSDGs
ガラスびんができるSDGsの貢献ポイントを
「経済」
「社
会」
「 環境」
の3層に分類し、体系づけて組み立てました。
「経済」
は
「社会」
に、
「社会」
は
「環境」
に支えられています。
ガラスびんは、3層の循環を機能させることによりSDGs
に貢献します。

経済
社会

環境

※上記図は
「SDGs ウェディングケーキ」
と呼ばれ、SDGsが掲げる17の目標の関係を理解するための概念図です。
※2016年に
『EAT Food Forum』で、環境学者ヨハン・ロックストローム氏と環境経済学者パヴァン・スクデフ氏により発表されました。

ガラスびん業界ができるSDGsへの貢献・取り組み
ガラスびん業界では SDGs が目指す持続可能な社会のために、
「素材特性での貢献」、
「社会課題への貢献」、
「循
環型社会（3R）への貢献」の 3 項目に分類しました。各々が関連する SDGs のゴールとターゲットを特定して、
貢献・取り組み内容を宣言し、活動しています。

素材特性での貢献

社会課題への貢献

循環型社会への貢献

ベースとなるガラスびんの素材ならでは
の優れた特性に由来した貢献を実践して
いきます。天然素材で作られる、
ガラスび
んは、
まさに地球からの贈りものです。

世界的な視点でガラスびん業界ができる
目標を設定し、社会課題を起点として解
決していきます。ゴミ問題からパートナー
シップまで、9つの目標を設定しました。

ガラスびん業界から発信する視点でガラ
スびんの３Rを起点として、SDGｓにおける
課題を解決していきます。
３Ｒのすべてに
対応している容器はガラスびんだけです。
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ガラスびんのSDGs

素材特性での貢献
ガラスびんは地球の地殻と同じ組成の天然素材を原料に作られ
ています。繰り返し溶かしても組成に変化がなく、永続的に何度
でもガラスびんにリサイクルすることができます。
また、酸素を通さないため、中身の品質維持や保護する機能を持
ち、溶出・吸着もありません。安全性に優れていることから、永い
歴史の中でも絶えることなく、人々の暮らしを支え、安全・安心
な容器として活躍しています。
私たちは 地球からの贈りもの である、ガラスの素材特性や機能
性を生かし、先進的な技術開発を追求することにより、SDGs に
貢献していきます。

4000年の歴史があると言われるガラスびんは、
エコロジーという言葉がない時代から人にも地球にも優しい容器でした。
4000年も前から存在したといわれるガラスびんですが、日

生産はさらに伸びていきます。この頃から、ガラスびんに

本人の暮らしに浸透してきたのは、それほど古いことではあ

詰められた商品が庶民の生活でも使われ始め、日常で見慣

りません。南蛮渡来のガラスが「ビードロ」
、
「ギヤマン」

れたもののひとつになっていきます。

と呼ばれた頃、ガラス器は宝物のように珍重されました。明

明治から昭和にかけて一般的になり始めたガラスびんは、

治に入ると、ガラスびんが徐々に国内で生産されるようにな

平成に入ってからも進化を続けてきました。エコロジーボト

りますが、本格的な量産が始まるまでは、外国より輸入さ

ル、Rびん、超軽量びんなどが登場し、循環型の社会づくり

れたビールやワインの空きびんが再使用されていました。

に貢献しています。SDGs というキーワード抜きに考えられ

「リユース」や「リターナブル」といった言葉がない時代に、

ない今日、リデュース・リユース・リサイクルの３Ｒすべて

暮らしの中でガラスびんは大切にされ、繰り返し使われてき

に対応する容器は唯一、ガラスびんだけです。

たのです。

このように、ガラスびんは歴史と優れた特性を持つ容器で

ガラスびんが本格的に市場に出回るのは、機械による製び

すが、重さからくる重厚感や高級感がある反面、粗雑に扱

んがはじまる明治４０年代、今から１００年以上前のことです。

うと割れるという弱点もあります。

大正時代に入ると自動製びん機が導入され、ガラスびんの

▲紀元前１５００年頃のフェニキアの香油びん

❻

▲品川硝子製造所（日本で最初の西洋式ガラス工場）

▲自動製びん機ISマシン

素材特性での貢献

ガラスびんの主原料は、けい砂・ソーダ灰・石灰石・カレットで、
温度に対して粘性が変わり、容器を成形することができます。
ガラスびんはけい砂（SiO₂）
・ソーダ灰（Na₂ CO ₃）
・石
灰石（CaCO ₃）・カレット（再生原料）を主原料とし、これ

■ガラスびんの主原料

らを調合して熱を加えることにより溶融され、連続的に粘性

石灰石

が変わっていきます。この特性を生かして、容器成形がで
きます。

ソーダ灰

けい砂

ガラスの溶融はけい砂だけでも可能ですが、その場合、約
１７００℃まで温度を上げる必要があり、余分なエネルギーが
必要になります。そこで融剤として、ソーダ灰を使用して
溶融温度を下げています。さらに硬度と化学的安定性を
付加するために、石灰石を使用しています。
高品質なガラスびんを製造するために、主原料をバラン

※

スよく調合し使用しています。

カレット
（再生原料）

※カレット：ガラスびんを砕いて作られた再生原料

ガラスびんは、耐熱性・耐候性・バリア性が高く、
安全・安心に使える優れた保存容器です。
食料や飲料などを入れる容器は安全性が強く求められます

■ガラスびんの素材特性

が、ガラスびんは素材特性により中身をしっかり守ります。
ガラスびんはレトルト対応が可能で、食品容器の使用温度
を十分に満たす耐熱性を備え、ある程度、高温でも安定し
た強度があります。温度により体積が増減しないため、容

耐熱性

○燃えない、劣化しない

△燃える、劣化する

化学的安定

◎酸、有機溶剤に強い

×酸、有機溶剤に弱い

リユース適性

◎中身の香味を吸着しない

×中身の香味を吸着する

（リユース容器に利用）

洗っても香味が残る。

◎何度、リサイクルしても

△リサイクルで劣化する

耐候性
・バリア性

また、燃えることもなく、劣化もせず、空気を通しません。
化学的にも安定していて、酸や有機溶剤に強い性質を持っ
ため洗浄すれば何度でも、リユースすることが可能になりま
す。

○食品容器の使用温度は十分 ○８５℃が上限
満足

量を量る際にも信憑性の高い容器です。

ています。さらに内容物の香りや味を吸着しません。その

高分子材料（ＰＥＴボトル）

無機材料（ガラスびん）

（再使用）
リサイクル適性
（再資源化）

極わずかに空気を通す

空気を通さない

（マテリアルリサイクル）

劣化しない

ガラスびんは環境適性が高く、
100年後も変わらず、循環型社会に貢献し続けます。
ガラスびんの組成は地球の地殻に含まれている、けい砂や
石灰石などの天然素材で作られているため、地球にやさし
く、環境を汚染しません。まさにガラスびんは地球からの
贈りものなのです。
また、何度リサイクルしても劣化しないという、ガラスびん

けて、パートナーシップにより循環の輪を広げ、さらに水平
リサイクルの精度を上げて、資源を循環させながら使い続
け、廃棄物を出さない、サーキュラー型システムによる資
源循環社会の実現を目指していきます。

去

リニア型システム
原

料

生

産

消

費

廃棄物

➡

現

リサイクル型システム
原

未

➡

在

来

サーキュラー型システム

料
生

産

消

費

部分循環

廃棄物

リサイクル

開しています。ガラスびん業界では、100 年後の未来に向

過

リサイクル

の素材特性を生かして、びん to びんの水平リサイクルを展

■サーキュラー型システムへのシフト

生

産

完全循環

費

消

一方通行
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ガラスびんのSDGs

社会課題への貢献
私たちが暮らす地球は様々な環境課題を抱えています。い
ずれも深刻化が進み緊急を要する課題であり、目を背ける
ことはできません。これらの課題を解決して、豊かな地球を
未来に引き継ぐことが強く求められています。

食の安全・安心
●対応する169のターゲット
2.1 飢餓を撲滅し、すべての人々、特に貧困層及び幼児を含
む脆弱な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を
充分得られるようにする。
●表 明
豊かな経済、豊かな社会を実現するためには、誰もが不自由な
く食を摂り健康的な生活をおくることが必要です。
ガラスびんは優れた素材特性（透明性、密封性、紫外線カット、
長期保存性、溶出・吸着がない）で中身を守り、容器の寿命を
終えた時、溶かせばガラスびんに戻すことができます。
中身を守ること（食の安全）、余剰と不足を結びつけること（連
携）、そして、消費された後も循環社会に適うこと（食の安心）、これら食の安全・安心をさらに発展、進化させ
ていきます。
私たちは食に携わる一員であり、食の関係者と連携し、誰もが、いつでも、どこでも栄養が摂れる、持続可能な
社会の実現に取り組んでいきます。

❽

社会課題への貢献

ガラスびんは透き通っているので
中身を外から確認でき、安心して使うことができます。
ガラスびんはけい砂を主原料として作られていますが、も
ともとけい砂は透明度の高い水晶と同じ成分で作られてい
ます。高温でけい砂が溶けてガラス化すると結晶構造が崩
れ、温度が下がっても無定形のまま固まっていくため、等方
性となり、
光がまっすぐ通り抜けられるようになるため、透
き通って見えるようになります。ひと目で中身の様子を外
から確認できるので、
安心して使うことができます。
また、イオンやコロイドをガラス中に生じさせることによ
り、可視光の一部を吸収することができるため、
透明を維持
したまま様々な色調を作ることが可能なうえ、紫外線を選
択して遮断することも可能であり、紫外線の影響を受けや
すい食べ物、飲み物の容器として、安心して使うことがで
きます。

ガラスびんの優れた密封性は
中身の長期保存を可能にします。
食べ物や飲み物などを長期保存するためには外気に触れさ
せないようにすることが大切です。ガラスびんはガスバリ
ア性に優れ、化学的にも安定しているため、密封性に優れ、
外気の細菌やゴミを遮断することができるので、長期保存
に最適な容器です。ガスバリア性と化学的安定性はワイン
などを長期熟成する場合にも、
優れた効果を発揮します。

ガラスびんは有害物質の溶出や吸着がないため
安心して使うことができます。
ガラスびんは天然素材を原料に作られている無機物であ

はありません。また、有機物を含む化学物質を吸着すること

り、有機物である環境ホルモンを含まず、
内容物が水に限ら

もなく、アルカリ洗浄をすれば、完全に除去されます。
さら

ず酢酸のような酸の場合でも、ガラスびんの内面から鉛・

にガラスびんの外面に施す処理物質から有害物が溶出する

カドミウム・クロム・ヒ素などの有害物質が溶出すること

ことはないため、安心して使うことができます。

■ガラスびん内面からの金属溶出物質（溶出溶媒：4％酢酸）

■ガラスびん外面からの溶出物質（溶出溶媒：4％酢酸）

種

類

容量（ml） 表面積（cm2）

鉛

カドミウム クロム ヒ

素

表面処理

ノニルフェノール

ビスフェノール A

スズ

黒

色

100

101

ND

ND

ND

ND

界面活性剤処理

ND

ND

ND

茶

色

300

228

ND

ND

ND

ND

ポリウレタン樹脂処理（A）

ND

ND

ND

イエローグリーン

500

407

ND

ND

ND

ND

ポリウレタン樹脂処理（B）

ND

ND

ND

エメラルドグリーン

300

288

ND

ND

ND

ND

スズ化合物 （C）

ND

ND

ND

300

280

ND

ND

ND

ND

スズ化合物 （D）

ND

ND

ND

無

色

ND：溶出せず（10ppb 以下）
試験分析：（社）
日本食品衛生協会食品衛生研究所

注 1.（A）：1 層ワンウェイ （B）
：2 層リターナブル
注 2.（C）：原料 / 四塩化スズ （D）：原料 / モノブチルスズ
ND：溶出せず（10ppb 以下）
試験分析：（社）
日本食品衛生協会食品衛生研究所
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ガラスびんのSDGs

エネルギー
●対応する169のターゲット
7.3 世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。
●表 明
近年、
世界のエネルギー消費量は爆発的に増えており、
エネルギー対策は社会の最重要課題のひとつであります。
ガラスびんの 3Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を推進することにより、エネルギー消費を削減すること
ができます。
私たちは３R のさらなる推進に加え、環境負荷の少ないエネルギー源への転換、高効率な設備への移行など、エ
ネルギー効率の改善を目指し、持続可能な社会の実現に取り組んでいきます。

ガラスびんの３Rを促進することにより、
原料を溶かすためのエネルギーを節約しています。
ガラスびんのリデュースはガラスびんの厚みを薄くして、軽
量化するため原料が節約できその分、原料を溶かすための
エネルギーも節約できます。
ガラスびんのリユースはリター
ナブルびんを可能な限り再使用するため、ガラスびんの生産
エネルギーを節約できます。
ガラスびんのリサイクルは原料
として溶融しやすいカレット
（再生原料）
を使うことで、省エネ
ルギーにつながります。一般的に全ガラス量に対する、カレッ
トの使用比率を10％増加させると、ガラス溶融に必要なエネ
ルギーを約 2.5％節約することができます。
このように、ガラスびんの３R は原料を溶かすためのエネル
ギーの節約に役立っており、さらなる３Rの促進を目指してい
きます。

ガラスびんを製造する工場では、
様々な取り組みにより、エネルギー使用量を削減しています。
ガラスびんを製造する工場ではエネルギーの効率的な使用
に向けた、
持続的な取り組みが不可欠になっています。使用

■エネルギー消費原単位推移（10GJ/t)
350

エネルギーの大部分をガラス溶融工程とガラスびん成形工
程で消費しており、溶融炉では全体の約６割強を占めてい
ます。
新や効率機器の導入、溶融炉の炉材の見直し、断熱の強化、
残留酸素濃度測定と燃焼空気の最適化、排熱の回収と利用
などに取り組んでいます。
歩留まりの低下は余分なガラスを溶融することになるた
め、生産設備の再編、型替作業の効率化などに取り組み、歩
留まり向上に努め、省エネルギー対策を実践していきます。

250
原単位
（10GJ/t）

使用エネルギーの削減を目指して、老朽化した溶融炉の更

200

全体
多品種少量生産などにより原単位は悪化傾向にあるが微増を維持
燃料転換→都市ガスへ

都市ガス

150
100

重油と都市ガスが逆転

電力
重油

50
0

❿

コロナ禍の減産により原単位が悪化

300

灯油
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21（年）

社会課題への貢献

産業と技術革新
●対応する169のターゲット
9.4 2030 年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡
大を通じてインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。
すべての国々は各国の能力に応じた取
り組みを行う。
●表 明
産業と技術革新により、快適な社会環境を得ることができました。
ガラスびんは人と地球に安全・安心なうえ、何度でも繰り返し利用可能な容器であり、資源枯渇の心配があり
ません。
私たちはガラスびんの 3R を推進する持続可能なスキームの維持・強化や技術開発、事業基盤の強化と業界知
見の活用を通し、持続可能な社会の実現に取り組んでいきます。

ガラスびんの超軽量化で培われた固有技術は、
持続可能な社会の実現に貢献するためにさらなる革新を目指していきます。
ガラスびん製造には高品質なガラスをつくる「操窯」
、最
適な形状と肉厚分布にする「設計」、ガラス本来の強度を
維持する「成形」
、
ガラスびんの品質をチェックする「検査」
など、固有の技術があります。
長年、日本では最先端を目指し、固有の技術を磨き、それ

従来びん

超軽量びん

重量（g）

290g

155g

満容量（ml）

622ml

593ml

軽量率（%）

-

53％

同容量びん

らの集大成として、世界最高水準の「超軽量びん」を量産
する技術を開発しました。軽量化はリデュースのみならず、
3Rのすべてで効果を上げ、省資源、省エネルギー、
ＣＯ２排
出量削減などに貢献しています。
今後も持続可能な社会の実現に貢献するためにさらなる革
新を目指していきます。

従来びん

超軽量びん

高いカレット利用率で製造できる技術により、
群を抜いた高度な水平リサイクルシステムの構築を実現しました。
ガラスびん製造において、ガラスの素材特性を生かしたカ
レットの利用率向上に1970年代から取り組んできました。
生原料と比較して、表面硬度が高く、粒度の粗いカレット
でも、
安定した原料供給を維持する原料搬送設備の改良や、
市場で回収されたカレットの異物混入・色調変動を抑制す
るなど様々な技術を革新し、カレット利用率 75% 以上、
びん to びん率 80% 以上という、他素材容器、他用途ガ
ラス、海外のガラスびん製造と比較しても、群を抜く高
度な水平リサイクルシステムの構築を実現しました。
ガラスびんの水平リサイクルは生原料の抑制やエネルギー
効率向上につながり、地球温暖化対策に貢献できるため、
さらなる革新を目指していきます。

⓫

ガラスびんのSDGs

ゴミ問題
●対応する169のターゲット
11.6 大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注意を払うことによるものを含め、都市の一
人当たりの環境上の悪影響を軽減する。
●表 明
住み続けていくためには、
快適な都市環境の整備が必要です。
ガラスびんは何度でも水平リサイクルが可能な特性を最大限生かした、国内資源循環システムを古くから確立
しています。
私たちは再生原料製造事業者（カレット商）と連携した積極的なカレット（再生原料）利用の推進を通して、廃棄
物による都市の環境上の悪影響を軽減することを目指し、
持続可能な社会の実現に取り組んでいきます。

ガラスびんは水平リサイクルが可能な容器で、
国内でリサイクルが完結しています。
家庭から排出された空きびんは自治体により収集され資源
化センターで色別に分けられた後、カレット工場でガラス
びんの原料に加工されます。そのカレットを利用して、ガ
ラスびん工場では新しいガラスびんを生産します。びんか
らびんへ、きちんと循環することで、ゴミにならずに何度
でも生まれ変わることができます。また、古くなったり、
キズなどのあるリターナブルびんも細かく砕かれ、ガラス
びんの原料として再生利用されています。
ガラスびんは何度でも水平リサイクル（びん to びん）が
可能なガラスびんだけができるマテリアルループなので
す。また、他用途利用を含めたリサイクルが国内で完結し
ています。

ガラスびんのリサイクルシステムで、
ゴミを出さないために、
空きびんを加工するカレット商が重要な役割を果たしています。
ガラスびんのリサイクルシステムにおいて、カレット商は
使い終わった空きびんを細かく砕いて、カレットに加工し
ています。その際、高品質なカレットにするために、磁力
や風力を利用した機械で、キャップやラベルなどを除去し、
さらに高性能機器や人の手により陶磁器類や金属などを取
り除いています。取り除いた異物は細かく分別し、究極ま
でリサイクルしています。
びん to びんのリサイクルでは異物混入のない空きびん回
収システムの維持が強く求められます。

⓬

社会課題への貢献

資源問題
●対応する169のターゲット
12.2 天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。
12.5 廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、
廃棄物の発生を大幅に削減する。
●表 明
資源から物を作り、
使用後は適正な対処をすることで、社会が保たれます。
ガラスびんはリユース、リサイクルが高度に成り立つ、つくる責任、つかう責任を果たせる容器です。私たちは
ガラスびんのリユースシステムの維持と積極的なカレット（再生原料）の利用を推進し、海外に依存しない国
内資源循環を持続させることで、天然資源の効率的な利用と再生利用のさらなる向上を目指し、持続可能な社
会の実現に取り組んでいきます。

ガラスびんは水平リサイクルが可能なため
貴重な天然資源を節約することができます。
ガラスびんの主な原料は天然資源であるけい砂・石灰石・
ソーダ灰と再生原料であるカレットですが、75％以上の
カレットを利用しており、びん to びんの水平リサイクル
システムが国内で確立されています。そのため、貴重な天
然資源を節約して、ガラスびんを製造することが可能です。

■びん to びん率・リサイクル率の推移
(%)

90

85
80

他素材容器ではリサイクルすると素材の劣化などがあり、

70

高い品質を求める製品に使用できない場合があります。し

65

かし、ガラスびんは素材の品質劣化がないため、永続的に

60

使用することができます。この水平リサイクルはまさに、

55

ガラスびんならではの資源節約型のリサイクルです。この
システムを維持し、
「びん to びん率」のさらなる向上を
目指していきます。

びん to びん率

75

50

リサイクル率

びん用途リサイクル率
2011
H23

2012
H24

2013
H25

2014
H26

2015
H27

2016
H28

2017
H29

2018
H30

2019
R1

2020
R2

69.6

68.1

67.3

69.8

68.4

71.0

69.2

68.9

67.6

69.0

81.2
56.6

83.2
56.7

84.3
56.8

80.6
56.2

83.7
57.2

82.3
58.4

82.3
57.0

82.2
56.7

80.7
54.6

80.8
55.7

びん to びん率 = びん用途再商品化量 ÷ 再商品化量総計 ( びん用途 + その他用途 )
リサイクル率 = 再商品化量総計 ( びん用途 + その他用途 )÷ 国内びん出荷量 ( びん出荷量ー輸出びん量 + 輸入びん量 )
びん用途リサイクル率 = びん用途再商品化量 ÷ 国内びん出荷量 ( びん出荷量ー輸出びん量 + 輸入びん量 )

ガラスびんのリユースシステムを維持・拡大していくことで、
ガラスびんの原料を節約でき資源問題に貢献します。
ガラスびんは中身の味や香りが吸着しない、細菌がつきづ
らい、容器の成分が溶出しないなどの特性があるため、洗

■主なリターナブルびん

浄すれば何度でも内容物を充填できる、リユースに最適な
容器です。空きびんをリユースすることで、新たに製造す
ることがなく、その分の原料を節約できます。また、古く
なったりキズなどのあるリターナブルびんはカレットに加工
してガラスびんの原料として有効活用されるため、まったく
ムダがありません。
しかし、繰り返し使うリターナブルびんは業務用と家庭用
宅配という、クローズドな市場で存続していますが、使用

お酒

ビール

焼酎

お酒

飲料

牛乳

量は減少傾向にあります。リユースシステムを持続・拡大
するため、地域や市場特性に合わせた地域型びんリユース
システムの再構築が求められています。

⓭

ガラスびんのSDGs

地球温暖化
●対応する169のターゲット
13.2 気候変動対策を国別の政策、戦略及び計画に盛り込む。
●表 明
猛暑やゲリラ豪雨の多発など、気候変動はすでに始まっており、早急な対策が求められています。
ガラスびんの3Ｒ推進により CO₂排出量の削減を進めることができます。
私たちは3R推進に加え、環境負荷の少ないエネルギー源への転換、高エネルギー効率な設備への移行・技術開発な
どにより気候変動対策をとり、
脱炭素社会をつくることを目指し、
持続可能な社会の実現に取り組んでいきます。

ガラスびんの3Rを推進することにより、
CO₂排出量を削減でき地球温暖化対策に貢献しています。
リデュースでは 2004 年を基準として 2006 年から 2020

このようにガラスびんの３R を推進することにより、地球

年までの軽量化により CO₂排出量を 20.4 万ｔ削減。これ

温暖化を引き起こす主な原因と考えられている CO₂ 排出

はスギ人工林 1,656ha（東京ドーム 352 個分）が 1 年間

量の削減に貢献しています。

に吸収する CO ₂量に相当します。
リユースでは代表的なリターナブルびんである一升びんが
5 回、ビールびんが 20 回、丸正 900 びんが 5 回リユース
することにより、リユースしない場合と比較して、合計
19.6 万 t の CO₂ 排出量を削減しました。
これはスギ人工林
1,591ha（東京ドーム 338 個分）が 1 年間に吸収する CO₂
量に相当します。
リサイクルでは 2020 年実績
（カレット利用率 77.9％）で、
まったくカレットを使用しない場合と比較して、年間約
27.5 万 t の CO ₂排 出 量 を 削 減。こ れ は ス ギ 人 工 林
2,231ha（東京ドーム 474 個分）が 1 年間に吸収する
CO ₂ 量に相当します。

ガラスびんメーカー各社の努力により
製びん工程におけるCO₂排出量を削減しています。
ガラスびん業界は 1990 年に最大生産量を記録して以降、
右肩下がりに生産量が減少し続ける、厳しい経営環境下で

■製びん工程の燃料使用比率とカレット利用率
（1990〜2020年比較）

はありますが、
地球温暖化防止という大きな目標に向けて、
CO₂ 排出係数の低い燃料への転換、カレット利用率の向上
により CO ₂排出量削減に取り組んできました。

18.8%、LPG0%、カレット利用率は 1990 年の 40.5％か

0.0％

10.8％

77.9％

1.3％

燃料使用比率は 1990 年の重油 76.7％、LPG11.2％、都市
ガ ス 10.8％ か ら、2020 年 は 都 市 ガ ス 81.2%、重 油

11.2％

0.0195tC/GJ
灯油
0.0185tC/GJ

81.2％

40.5％

都市ガス
0.0136tC/GJ

ら 2020 年は 77.9% となり、年間約 20 万 t の CO₂ 排出

0.1％

量を削減しました。

76.7％
1990年

⓮

重油

18.8％
2020年

LPG
0.0161tC/GJ
カレット利用率

社会課題への貢献

海洋流出量削減、
海洋ゴミ削減
●対応する169のターゲット
14.1 海洋ゴミや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に
削減する。
●表 明
便利なライフスタイルへの移行と共に海洋プラスチックゴミ問題が世界的に広がっており、解決に向けて早
急に対応する必要があります。
ガラスびんはリユースが可能で、高度な水平リサイクルが成立しているため、海洋に流出することが少なく、
自然界にある砂が主な成分であるため、
仮に流出しても砂に戻ります。
私たちはあらゆる種類の海洋汚染を防止するために、ガラスびんを適正に選択してもらうことを目指し、持続
可能な社会の実現に取り組んでいきます。

ガラスびんの主な成分は自然界にある砂のため
もし、海に流出しても、砂に戻るため安心です。
ガラスびんは国内で完結するリサイクルシステムとムダの
ないリユースシステムにより、ゴミとなって海に流出する
ことを抑えています。
また、ガラスびんの主な成分は自然界に存在するけい砂
や石灰石です。もし、海に流出しても、砂に戻るため自
然界に影響を与えることはなく安心です。さらにガラス
びんは汚染物質を吸着しないため、環境汚染につながる
ことはありません。

安心素材のガラスびんが適正に選択されることが、
世界的に深刻な海洋汚染の防止につながります。
地球規模で深刻になっている海洋プラスチックゴミ問題
は、海洋への不法投棄のみならず、生態系を損なう可能性
も示唆されています。プラスチックゴミは紫外線や外部か
らの衝撃などで、小さくなることはあっても完全にはなく
ならず、永久に存在し続けるといわれています。
海洋汚染問題を解決するためには国単位の取り組みだけで
なく、個人での取り組みも欠かせません。まずできること
はゴミを海に流さないこと、さらにもし海に流出したとし
ても、害を及ぼさない素材を選ぶことです。安心素材のガ
ラスびんに入ったものを選ぶことは海洋汚染の防止につ
ながります。

⓯

ガラスびんのSDGs

生態系の保護
●対応する169のターゲット
15.1 国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、山地及び乾燥地をはじめとする陸域生態系と内陸淡水生
態系及びそれらのサービスの保全、回復及び持続可能な利用を確保する。
●表 明
陸域の生態系、
生物の多様性が失われれば、
私たち人間の生活も脅かされることになります。
ガラスびんはカレット（再生原料）の使用率が高く、リユースに最適な容器であることから、自然界にあるけい
砂、
石灰石、
ソーダ灰といった原料の使用率を低く抑えることができます。
私たちは森林、山地などの陸域を守るために、ガラスびんを適正に選択していただけることを目指し、持続可能
な社会の実現に取り組んでいきます。

ガラスびんの3Rを促進することにより、
自然界に存在するけい砂・石灰石・ソーダ灰の使用を抑えられます。
ガラスびんは 3R すべてに対応する唯一の容器です。その
ため、リデュース、リユースにより、原料の使用量を節約す
ることができ、びん to びんのリサイクルにより、自然界か
ら採掘する原料の使用を節約することができます。大切な
森林、山地などの陸域の自然環境を守ることに貢献してい
ます。
また、
ガラスびんの生原料の中で、
もっとも多く使われてい
るけい砂の国内生産地である愛知県瀬戸地区では役目を終
えた採掘跡地は、埋め戻して整地した後、植草・植林が行
なわれ、採掘前の自然環境に戻す計画が進められていて、
すでに以前の山林に復元された跡地もあります。

▲けい砂の採掘場

森林や山地の陸域を守るために
ガラスびんを適正に選択していただけるよう目指します。
天然素材でつくられているガラスびんにとって、陸域生態
系の持続可能な利用を確保することは、とても重要な問題
です。
その意味でも素材特性で貢献し、さらに３R で循環型
社会に貢献するガラスびんを消費者に適正に選択していた
だくことが強く求められます。
倫理的・道徳的にものを購入し、社会貢献につなげる「エシ
カル消費」
が注目される中、
ガラスびん業界ではガラスびん
が地球の地殻と同じ天然素材で作られ、中身の品質保持や
保護する機能を持ち、安全・安心に使用でき、使用後はリ
ユース＆リサイクルのシステムが確立していることを広く
消費者にアピールし、ガラスびんを選択していただけるよ
う目指します。

⓰

社会課題への貢献

パートナーシップ
●対応する169のターゲット
17.17 さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官民、市民社会のパート
ナーシップを奨励・推進する。
●表 明
ガラスびんは自治体、
市民の皆さんの支えがあって初めてその特性の効果を発揮することができます。
私たちガラスびん業界はバリューチェーンを支える関係者の皆さんとともに連携し、社会全体のパートナー
シップが推進されることを目指し、
持続可能な社会の実現に取り組んでいきます。
※

※

ガラスびんのリユースやリサイクルのシステムは、市民、自治体、びん商、カレット商などとの
パートナーシップにより適正に機能しています。
使い終わったリターナブルびんは販売店などに戻される

空きびんは自治体により収集された後、資源化センターで

か、自治体の分別収集で他のびんと一緒に収集され資源化

色別に選別され、カレット工場でガラスびんの原料に加工

センターで選別されます。いずれも、
リターナブルびんの収

されます。そのカレットを利用して、ガラスびん工場で新し

集や洗浄において、循環するリユースシステムを支えてい

いガラスびんに生まれ変わります。

るのがびん商です。

リユース、リサイクルいずれのシステムもパートナー

びん to びんのリサイクルにおいては家庭から排出された

シップ抜きでは成立しません。

▲洗びん工場

▲カレット工場

ガラスびんのリユースを促進していくうえで、
生協団体や市民団体の活動も重要な役割を果たしています。
一升びんやビールびん、牛乳びんなどの代表的なリターナ
ブルびんだけではなく、生協のネットワークによりクロー
ズドに構築された、
「 R びん」※を利用したシステムもまた、
ガラスびんリユースの促進に重要な役割を果たしていま
す。一部の生協では、
会員向けにリターナブルびん入りの商
品を採用しています。
このほか、市民団体、びん商、ガラスびんメーカーなどが協
力して、
新しいリターナブルびんを開発し、
様々な地域でリ
ユースシステムを展開した事例もあり、ガラスびんリユー
スのチャレンジは続いています。
ガラスびんのリユース、リサイクルは、さまざまなパート
ナーシップにより支えられています。
※び ん商：自治体、小売店と協力し回収、選別、処理を担当するびん専門事業者
※カレット商：空きびんを砕いて再生原料にする製造事業者

▲R びん
※R びん：日本ガラスびん協会が規格統一リターナブルびんと認定したびん
で、多くの事業者や団体に使用してもらえるように、R びんのデザイン（設計
図）を開放しています。

⓱
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循環型社会への貢献

３Ｒは環境と経済が両立した｢循環型社会｣を形成していくために
必要な取り組みです。
３Ｒの推進は SDGs 以前から行われており、
リデュース
（Reduce）
、リユース
（Reuse）
、リサイクル
（Recycle）の
順番で取り組むことが求められています。
当初は増え続ける廃棄物の削減と最終処分場の延命化のため、
｢大量生産・大量消費・大量廃棄｣型の経済社会から脱却すること
が求められていましたが、現在では｢循環型社会｣が地球の豊かな
資源と自然を守ることにもつながることから、SDGs が目指す｢持続
可能な社会｣の実現にも深く関わっています。
３Ｒすべてに取り組んでいる唯一の容器であるガラスびんは｢循環型
社会｣の形成に貢献するとともに、｢持続可能な社会｣の実現に貢献
しています。

３Rのすべてを実践している容器は、
ガラスびんだけ！
省資源化や長寿命化といった取り組みを通じて、製品の製

リデュース

造、流通、使用などに係る資源利用効率を高め、廃棄物と
せざるを得ない形での資源の利用を極力少なくする。

Reduce

発生抑制

リサイクル
Recycle

一旦使用された製品を回

再生利用

収し、必 要に応じ適 切 な

処置を施しつつ製品として
再使用する。

一旦使用された製品や製

品の製造に伴い発生した
副産物を回収し、原材料

リユース
Reuse

再使用
⓲

として再生利用する。

循環型社会への貢献

Reduce（リデュース）
ガラスびんのリデュースは中身の保護・保存を前提に

原油換算で 9.0 万 kL、CO₂ 排出量を 20.4 万 t 削減。

強度の維持と軽量化を両立させた技術革新により、達

これは森林、例えばスギ人工林 1,656ha（実に東京

成されています。
統計を取り始めた 2004 年を基準と

ドーム 352 個分）が 1 年間に吸収する CO ₂量に相当

した場合、2006 年から 2020 年までの累積で約 29

します。
また、水使用量を 30 万 m3、25ｍプールに換算

万 t の原料を削減しました。

すると約 626 杯分の水を削減することができました。

こ れ は 100ml 小 型 ド リ ン ク び ん に 換 算 す る と 約

これからも容器に必要な機能を維持しつつ、商品特性に

27.6 億本に相当します。これによりエネルギー資源を

応じた最適な軽量化を推進していきます。

Reuse（リユース）
ガラスびんのリユースは有害物質の吸着や成分の溶出

ガラスびんのリユースシステムは 100年以上前から続

もなく長期間の使用に耐えうる素材特性と、洗びん事

く、
「もったいない文化」
として根付き、脈々と継承され

業者・流通事業者とのパートナーシップにより、機能

る我が国独自の取り組みのひとつです。これまで低減

しています。
洗って繰り返し利用することにより、原料

された環境負荷は計り知れません。

資源、エネルギー資源、CO₂ 排出量、ゴミ排出量が削減

リユースびんの価値を再評価する機運を高め、ガラス

され、再使用回数に比例して環境負荷は小さくなり

びんリユースシステムの持続・再構築を支援し、消費

ます。

者のエシカル消費への対応支援につなげていきます。

Recycle（リサイクル）
ガラスびんのリサイクルは消費者・自治体・カレット

率（再生率）」は 10年以上前から 80％以上を維持して

商・ガラスびんメーカーとのパートナーシップにより

います。

成り立っています。古く（1974 年）から国内循環シス

カレット（再生原料）の使用により、溶融効率向上に直

テムを構築し、国内で発生したガラスびんはすべて国

結し、資源循環システムを充実することでエネルギー

内でリサイクルすることが可能なものとして、唯一機

資源、CO ₂ 排出量の削減にもつながります。

能しているものです。

安定的な水平リサイクルを維持し、
「びんｔｏびん率」
を

何度リサイクルしてもガラスの組成や特性は永続的に

さらに向上させることを目指し、循環型社会の実現に

劣化せず、リサイクル技術の進化もあり「びんｔｏびん

貢献していきます。

⓳
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ガラスびんの
リデュース
製びん技術の向上により50％以上軽くなったガラスびんも登場。
1本あたりの単純平均重量も、半世紀の時を経て半分以下にまで軽くなっています。
循環型の社会を構築するうえで基本となる３R の中で、最

厚を薄くする技術、ガラスびんの表面処理により強度を低

優先するのはリデュースです。
ガラスびんのリデュースは、
軽

下させない技術、強度が規格に達しないガラスびんを排除

量化することで、
使用する原料を節約することができます。

する検査技術などにより 50％以上軽くなったガラスびんも

ガラスびんの軽量化を進めるうえで強く求められるのが、

登場しています。
ちなみに、ガラスびん 1 本あたりの単純平均

強度の維持です。
そのため、
ガラスびんメーカーではガラス

重量は半世紀の時を経て、
半分以下まで軽くなっています。

びんの製造工程における、すべての技術を向上させること

※ゴブ：ガラスびんを成形する前に溶融されたガラスを所定の重さにカットした状態のこと。

により、
薄くて軽いガラスびんを生産しています。

■ガラスびんの主な軽量化事例

原料の大半を占めるカレットの異物除去や泡の低減化など

びんの種類

により、
品質の良いガラスを作る溶融技術、
適正なガラスの
厚みや最適なガラスびんの形状をシミュレーションする高
※

度な設計技術、
ゴブ形状の最適化や温度の安定化により、肉

従来→軽量化後

軽量化実績

130g
（21％）

ビール633ml

605g→475g

ビール500ml

470g→380g

90g
（19％）

酒類720ml

540g→400g

140g
（26％）

ワイン720ml

324g→284g

40g
（12％）

牛乳200ml

244g→122g

122g
（50％）

ジャム300g

173g→112g

61g
（35％）

調味料900ml

530g→305g

225g
（42％）

食酢500ml

230g→169g

61g
（27％）

インスタントコーヒー90g

297g→237g

60g
（20％）

ドリンク剤100ml

120g→ 98g

22g18％）

■ガラスびん1本あたりの平均重量推移
2004年 2016年
（基準年）

■ガラスびん1本あたりの単純平均重量推移
（g/本）
（g）

2020年

軽量化率（加重平均）

‑

▲1.5％

▲2.2％

▲1.2％

▲1.7％

▲2.2％

単純平均重量（g/ 本）

192.3

179.1

177.2

174.8

173.5

169.2

単純平均軽量化指標

100.0

93.1

92.1

90.9

90.2

88.8

累積資源節約量（トン）

‑

214.657 239.474 252.442 269.606 289.524

1970年
352.1g
1992年
215. 2g

260

（基準年）
2004年
192. 3g

2 020年

16 9 . 2 g

1985年
241.6g

210

20

2019年

1977年
342.2g

360

160
1970

2018年

1972年
390.1g

410

310

2017年

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020(年)
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循環型社会への貢献

ガラスびんの軽量化により原料とエネルギーを節約し、
輸送効率もアップしてCO₂の排出量の削減につながっています。
ガラスびんの軽量化により厚みを薄くした分、ガラスびん

す。ガラスびんの軽量化により、包装形態も変化していま

を製造する際に使う原料を節約することができ、それに伴

す。軽量化の副次効果として、包装資材の削減や積載量の

い原料を溶かす際のエネルギーも節約できるため 、CO₂の

増量など、物流効率が大幅に向上しており、環境負荷の軽

排出量の削減につながっています。
また、軽くなった分、輸

減にもつながっています。

送効率も向上するなど、環境負荷の軽減に貢献していま

ガラスびんの表面をコーティングして割れにくくすることで
リターナブルびんの軽量化もすすんでいます。
ガラスびんの軽量化でキズや割れからガラスびんを守るた

しています。
近年はさらに軽量化を追求する中で、非常に薄

めに重要になるのが、コーティングの技術です。
特に、洗っ

いコーティングの技術も開発され、すりキズはほとんど

て何度も繰り返し使われるリターナブルびんの軽量化では

なく、ガラスびんの強度も変わらないことが実証されて

洗浄ラインや充填ラインでガラスびん同士が接触した際の

います。

衝撃を和らげるために、表面に樹脂などのコーティングを施

軽量化事例①

森永乳業 宅配用牛乳びん
（180ｍｌ）
●外表面に樹脂コーティングにより同程度の強度を保
ちつつ47％軽量化（244ｇ⇒130ｇ）しました。
●樹脂コーティングが細かいキズの発生を防止し、びん
同士の接触によ
る衝撃を吸収す
ることで、再 使
用の回 数も30
回から60回に増
加しました。

軽量化事例②

キリンビール中びん
（500ｍｌ）
● 外 表 面 にセ ラミックコ ー
ティングを施し、強度は変わ
らずに約20％軽量化（470
ｇ⇒380ｇ）
しました。
●裾部の半径を小さくし、製
造時の肉厚の確保を容易に
しました。

世界トップレベルの軽量化を実現。
軽くて持ちやすいユニバーサルデザインの超軽量びんも登場しています。
ガラスびんのリデュースが進む中、世界トップレベルの軽
量化を実現した超軽量びんも開発されています。超軽量び

■軽量度指数表
質量
（g）

んとは、日本ガラスびん協会が定義した軽量度指数 L 値が

1000

0.7 未満のガラスびんのことで、世界でも最高水準の軽さ

800

です。
また、この超軽量びんでも規格を統一した「R びん」が生産
されており、リデュースとリユースを兼ね備えたガラスび
んとして活躍しています。
さらに軽量化と同時に持ちやすさや扱いやすさを追求
したユニバーサルデザインのガラスびんも開発されて
います。

レベルⅠ

レベルⅡ

1.4以上

1.0以上 1.4未満

L=1.4
L=1.0

400

L=0.7

200
0

500

����

1500

出典：日本ガラスびん協会

レベルⅢ

0.7以上 1.0未満

レベルⅣ
0.7未満

2000

満量要量
（ml）

L値＝0.４４×ガラスびん質量
（g）
÷満量容量(ml)0.77
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ガラスびんの
リユース
日本のガラスびんの歴史はリターナブルびんからスタート。
リユースシステムの維持と新しいシステムの構築が求められています。
明治の初め頃、舶来のワイン、リキュール、ブランデーなど

あり、一升びんの他、ビールびん、牛乳びんなどがリターナ

が輸入されるようになり、ガラスびんが日本に上陸し、使い

ブルびんとして繰り返し使われてきました。

終わった空きびんを買い集めて売る商売が生まれました。

使い終わったリターナブルびんは販売店などに戻される

これがリユースの始まりでびん商の原点です。日本のガラ

か、自治体の分別収集で他のびんと一緒に収集され資源化

スびんの歴史は繰り返し使うリターナブルびんからス

センターで選別されます。消費者のライフスタイルや流通

タートしたといえますが、その後、国内でもガラスびんの

の変化で、使い捨て容器の素材も多様化していますが、リ

生産が始まり一升びんに入った清酒が登場。昭和初期以

ユースのできる容器はガラスびんだけなのです。循環型社

降、一升びんが量産されるようになりました。このように、

会をつくるうえで、リユースシステムの維持と新しいシス

ガラスびんには 100 年以上も前からリユースの仕組みが

テムの構築が求められています。

■ガラスびんリユースの流れ

家庭

リターナブルびん入り商品を購入します。
空きびんを販売店に返すか分別排出します。

市区町村

分別収集した空きびんから、
リターナブルびんを抜き取ります。

販売店

ガラスびん入り商品
を販売します。
リターナブルびんを
回収します。

カレット工場

キズがついたリ
ターナブルびん
をカレットに 加
工します。

びん詰め工場

リターナブルびんに中身を
入れます。
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洗びん工場

リターナブルびんをきれいに洗浄し
ます。
●びん詰め工場に洗びん工場が含ま
れる場合もあります。

循環型社会への貢献

リユースに最適な容器、
リターナブルびん。
資源有効利用のみならずCO ₂排出量削減にも寄与します。
ガラスびんは内容物の香味を吸着しないため、
きちんと洗浄
すれば何度でも繰り返して使える、リユースに最適な容器で
す。
リターナブルびんを使用することで廃棄物が削減でき、
ガラスびんの原料と製造エネルギーも節約できます。
リターナブルびんの温室効果ガス削減効果は回収率と使用
回数、輸送距離によって異なります。ほとんど 100％回収
されているビール中びん（500m ）を商圏 100ｋｍで比較
すると、20 回リユースすると、リサイクルされない場合と
比べて温室効果ガス排出量は 77％削減されます。

■ビール中びん
（500m ）
の温室効果ガス排出量比較
100

100

75

78

77％削減

50

35

25
0

リユースできなくなったリターナブルびんはカレットに加
工され、
再びガラスびんに生まれ変わります。
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リサイクル
リユース
リサイクル
5回
なし
リサイクルなしを100とした場合の排出量比較

リユース
20回

リターナブルびんは買ったところに返却するのが基本。
分別収集でリターナブルびんを収集している自治体もあります。
リターナブルびんが繰り返し使われるためには、きちんと
返却されることが大切です。一部の生協や宅配牛乳などの
ように、商品の配達時に空きびんを収集しているところも
ありますが、
買ったところに返却するのが基本です。
ビール
びんは空きびんを販売店に戻すと保証金が返ってくる「容
器保証制度」があり、これによりほぼ 100％収集され再使
用されています。一部の自治体では、空きびんの品質を維
持した状態で収集し、その中からリターナブルびんを選別
しリユースにつなげているケースもあります。

日本ガラスびん協会が認定している「Ｒびん」とは？
一升びんは日本酒に限らず、酢やしょう油などのびんとし

あることを容易に識別できるようにしたマークで、会員会

ても使用することができる、日本が誇る規格統一びんの元

社が当協会から事前に許可を得て、製造したリターナブル

祖です。同じ規格のびんを様々な商品に使い回すことによ

びんにのみ使用することができます。

マークの目的

り、リユースの効率が飛躍的にアップします。日本ガラス
びん協会が規格統一リターナブルびんと認定したガラス

リターナブル空きびんの回収に関わる消費者、行政、
事業者

びんを「Ｒびん」といいます。
多くの事業者や団体にリター

の皆様が、リターナブルびんであることを識別しやすくし

ナブルびんとして使用していただけるように、
Ｒびんのデ

ました。

ザイン
（設計図）
を開放しています。

マークの趣旨

日本ガラスびん協会が意匠権を持ち、リターナブルびんで

ガラスびんのマイ・リユース

空きびんの使い方はいろいろ。暮らしをやさしく彩ります。
使い終わった空きびんはオリジナルの用途がいろいろ考えられま
す。中に小物を入れて収納に使ったり、ペン立てにしたり、水耕
栽培をしてみたり、ペインティングをして飾ってみたり、工夫次
第で暮らしをやさしく彩ります。
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ガラスびんのSDGs

ガラスびんの
リサイクル
ガラスびんならではの「びんto びん」のリサイクルで、環境負荷を大幅に軽減。
何度でも新しいガラスびんに甦り、持続可能な社会に貢献します。
家庭から排出された空きびんは自治体により収集され、資

このびん to びんのリサイクルによりカレットを利用する

源化センターで色別に分けられた後、カレット工場でガラ

ことで、原料となる天然資源を節約できます。また、一般的

スびんの原料に加工されます。そのカレットを利用してガ

にカレットの使用比率を 10％増加させることで、ガラス

ラスびん工場では、新しいガラスびんを生産します。びんか

溶融に必要なエネルギーを約 2.5％節約することができま

らびんへ、きちんとリサイクルすることでゴミにならずに

す。この溶融エネルギーの削減により、地球温暖化の原因と

何度でも甦ることができます。

なる CO₂ 排出量も削減できます。さらに原料であるソーダ

ガラスびんはリサイクルの際でも素材の品質劣化がないの

灰や石灰石は溶融時に CO₂ が発生するため、カレットを増

が特長で、高度な水平リサイクル（びん to びん）を可能に

量することによりその CO₂ 排出量も削減することができ

しています。

ます。

■ガラスびんリサイクルの流れ

家庭

ガラスびん入り商品を購入して、
空きびんを分別排出します。

市区町村

販売店

空きびんを分別収集して、
色別に選別します。

ガラスびん入り商品
を販売します。

カレット工場

空きびんを細かく砕いて、
ラベルや金属などを取り除き
カレットに加工します。

びん詰め工場

ガラスびんに中身を
入れます。

ガラスびん工場

生原料とカレットを使ってガラスびんを
生産します。
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循環型社会への貢献

高品質のガラスびんを生産するためには、良質なカレットが必要不可欠。
そのためにも分別収集と選別作業、精度の高いカレット生産が求められます。
現在、ガラスびんは原料に多くのカレットを使用していま

す。カレット工場ではその基準に適合した良質なカレット

すが、ガラスびんの品質は原料となるカレットの品質に大

を生産するために、磁力選別機・風力選別機・金属探知機

きく影響されます。カレットの中に金属、プラスチック、陶

などの装置に加え、ラベル剥離装置・アルミ除去装置・陶

磁器、耐熱ガラスなどの異物が混入するとガラスびんの品

磁器除去装置などの高性能選別機を導入し、最後は人の手

質や生産性が低下するため、空きびんを収集する自治体に

によって異物の除去に取り組んでいます。

は省令で異物が混入しない分別収集と精度の高い選別作

また、カレット製造事業者の中には「カレットの品質は川上

業が定められています。

から」という考えのもと、地域住民や自治体の協力を求める

ガラスびんメーカーでは高品質なガラスびんを生産するた

ため、空きびんの排出方法や収集方法についての啓発運動

めに、カレットを受け入れる際の品質基準を設定していま

を積極的に実施しているところもあります。

エコロジーボトルとは?

エコロジーボトル

( カレット使用率 90％以上）

原料としてカレットを 90% 以上使用し、製品化したもの
を「エコロジーボトル」といいます。また、エコロジーボト

スーパーエコロジーボトル

ルのなかでも、
無色・茶色以外のその他の色カレット
（混色

（その他の色カレット使用率 90％以上）

カレット）を 90% 以上使用し製品化したものを「スーパー
エコロジーボトル」といいます。エコロジーボトルの品質
はカレット利用率 100% であっても、通常のガラスびんと
まったく変わりません。

シンボルマークについて
カレット利用率 90% 以上のガラスびん「エコロジーボト

シンボルマークが商品に採用され、店頭で皆さんの手に

ル」を普及推進するために
「地球」と
「循環」
をイメージした

取っていただくことで、環境に配慮した商品であることを

シンボルマーク 3 タイプを用意しています。

認識していただけます。

リサイクルされるガラスびんの８０％以上は再びガラスびんに。
ガラスびん原料の3/4以上は再生原料を利用しています。
ガラスびんは何度でもガラスびんに生まれ変われます。中

ことが定められ、カレット利用率（原料に占めるカレットの

身を充填し、出荷したガラスびんのうち約 70％がリサイ

使用比率）の目標値が判断基準省令で 5 年ごとに定められ

クルされ、そのうちの 80％以上がガラスびんに水平リサ

ており、2016 〜 2020 年度の目標値である 75％を達成す

イクルされています。

ることができました。
これはガラスびん原料の 3/4 以上にカ

また、ガラスびん製造業は資源有効利用促進法で特定再利

レット
（再生原料）
が使われていることを意味しており、ガラ

用業種に指定され、カレット
（再生原料）
の利用に取り組む

スびんの再生原料使用比率は極めて高いといえます。

■びん to びん率、カレット利用率、リサイクル率の推移
85％

82.3％

82.3％

82.2％

びん to びん率

80％
75.4％
75％
71.0％
70％

75.1％

74.7％

75.9％

77.9％

リサイクル率
68.9％

65％

2016年

80.8％

カレット利用率

69.2％

60％

80.7％

2017年

2018年

67.6％

2019年

69.0％

2020年
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将来に向けて 新たな取組み
ガラスびんリユースの新たなるチャレンジ。
ECサイトを活用した宅配びん入りウォーターでシステム構築を目指しています。
将来に向けて、ガラスびんのリユースを維持していくため
に、日本ガラスびん協会ではガラスびん３Ｒ促進協議会や
東京壜容器協同組合、びんリユース推進全国協議会ならび
に飲料メーカーと連携して、新たなびんリユースシステム
の構築を目指す実証事業を開始しました。システムの概要
は、ネット社会における消費者ニーズに対応して、EC サイ
トでリターナブルびん入りのミネラルウォーターを宅配で
販売、
空きびんは自治体により回収され、
メーカーに返却さ
れるシステムです。
ECサイトでは消費者に向けて、リターナブルびんに入った
商品の環境的なメリットを丁寧に説明し、容器で商品を選
ぶことの価値を理解していただきます。

ライフサイクル全体で循環するサーキュラーエコノミー。
【Loop Japan合同会社】
リユース容器を活用した循環型ショッピングプラットフォームの始動。
「捨てるという概念を捨てよう」のミッションを掲げ、リ

リターナブル容器として非常に優秀なガラスびんは安定性

ユース可能な容器で販売し、
使用済み容器を回収・洗浄し、

が高く、衛生的であり、洗浄して何回も使うには最適です。

製品を再充填して再び販売する循環型ショッピングプラッ

なによりも、内容物の香味を吸着しないので、洗浄後に臭い

トフォーム「Loop」の展開が始まりました。Loop Japan

が残らず、有害なものが溶け出ることもない、環境にも適応

は使い捨てプラスチックの削減のみならず、
「使い捨て文

した容器だと認識され、多数の
「Loop」の商品にも使われて

化」
からの脱却を目指しています。

います。

▲リターナブルびん容器を使用した商品例
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将来に向けて 新たな取組み

リユース容器活用の新たなビジネスモデルの萌芽。 【株式会社斗々屋】
量り売りからのゼロウェイスト・ライフスタイル提案。
斗々屋は
「ゼロ・ウェイスト」
「オーガニック」、
、
そして「フェ

す。返却循環利用にご協力ください」と書かれたシールが

アトレード」
をキーワードに、
「食材の卸売り」
「実際の小売

貼られていて、150 円で借りることができ、返却すると返

店舗の運営」
と
「量り売りのノウハウ提供とコンサルティン

金されるシステムになっています。

グ」を事業とした、
持続可能な循環型の買い物とライフスタ
イルを提案し定着させるために、パートナー企業の株式会
社寺岡精工をはじめ、様々なステークホルダーとゴミが出
ないビジネスモデルの開拓を進めています。
斗々屋が運営する京都にオープンした日本初のゼロ・ウェ
イストなスーパーマーケットでは使い捨てをなくすため
に、容器の持参を基本としつつ、
レンタルのデポジット付き
容器も準備しています。デポジット容器のガラスびんは 5
種類あります。ガラスびんには「これはデポジット容器で

ガラスびんSDGsの将来に向けて、
カーボンニュートラル社会の実現に挑戦。
■ガラスびん製造における CO₂ 排出起因の構成比

●斗々屋京都本店 （ゼロ・ウェイスト・スーパー）
京都市上京区河原町通丸太町上る出水町252番地
●nue by Totoya国分寺店 （直営店）
東京都国分寺市東元町2-20-10 カフェスロー内

■ガラスびん製造における使用燃料の行程
過

電力起因

去

24.6％

A重油

LPG

排出係数：0.0161tC/GJ

排出係数：
0.0189tC/GJ

66.5％

原料起因
8.9％

現

在

将

来

排出係数：
0.0195tC/GJ

80％切替

100％切替

燃料起因

BC重油

都市ガス

排出係数：0.0136tC/GJ

カーボンフリー燃料へ
排出係数：0.

■日本ガラスびん協会の CO ₂排出量削減目標と実績
基準年2013年比

基準年2020年目標

基準年2030年目標

基準年2020年実績

CO₂ 排出量（原料分含む） ▲13.3％
（77.5万t-CO₂）

▲21.3％
（70.4万t-CO₂） ▲23.4％
（68.5万t-CO₂）

ガラス溶融に必要な温度を燃料の燃焼によって得るため、

2013 年を基準年とした CO₂ 排出量削減の自主行動目標

ガラスびん製造における CO₂ 排出量の 2/3 は燃料起因と

に対し、2020 年で 2030 年目標を下回るレベルに達しま

なります。省エネルギー活動やカレット比率の向上による

した。しかし、化石燃料を使用する限りカーボンニュートラ

燃焼効率の改善、軽量化の推進による燃料使用量の節減で

ル社会の実現には届きません。

の CO₂排出量の削減に加え、CO ₂排出係数の低い燃料へ

現在、カーボンフリー燃料として、水素、アンモニアなどの

の転換（LPG・重油→都市ガス）を積極的に進めています。

研究開発が様々な機関や産業で進められています。欧州で
はガラス溶融の燃料として、水素やバイオ燃料を使用した

カーボンフリー燃料

H₂

NH ₃

Bio

実証例も報告されています。また、電気溶融の技術も確立さ
れており、電力を再生可能エネルギーで調達する方法も考
えられます。私たちはこれからも、循環型社会に貢献すると

再生可能エネルギー電力全電気溶融炉

ともに、カーボンニュートラル社会の実現に向け挑戦して
いきます。
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進化するガラスびんの製造技術
SDGs に貢献し安全・安心なガラスびんを生産するために、
さらに製造技術を磨き続けていきます。
ガラスという素材特性を生かし、
3Rのすべてに対応してSDGsに貢献するガラスびんは、
永年培われた技術を進化させながら製造しています。
ガラスびんメーカー各社では、
持続可能な社会にふさわしい容器として、ガラスびんを選択していただけるよう、
原料の溶融から検査・加工の全製造プロセスにおいて、
さらに技術を磨き続けていきます。
ガラスびんの製造ラインでは環境に配慮し、
一連のプロセスが繋がり連動することで、高品質なガラスびんに仕上がります。
約100年の歴史を持つ近代のガラスびん製造技術ですが、
近年進歩している各種自動化技術、IT技術を用いて日々進歩しています。
本編ではガラスびん製造の各プロセスにおける
製造技術の概要や取り組みを特集しました。

日本山村硝子株式会社 播磨工場
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進化する製造技術

ガラスびんの製造工程

ガラスびんの製造工程
ガラスびんは原料受入から検査・包装までの各工程により製造されます。
それぞれの工程で製造技術の改善を進めています。
調合工程
受け入れた各原料を正確に秤量して、均一に混ぜ、溶融炉
に搬送します。生産するガラスの色やカレットの状況によ
り、色々な原料の比率を微調整する必要があります。同時
にこぼれやほこりを出さずに長期間安定して稼働すること
も重要です。

徐冷工程
製びん機で成形されたガラスびんは熱歪みにより、割れや
すいものです。それを徐冷炉で一旦温度を上げてゆっくり
と冷やすことで、熱歪みを除去して割れない強いガラスび
んにします。しっかりと熱歪みを除去するために温度や時
間を管理しています。

溶融工程
均一に混ぜられた原料を溶融炉内に投入し、都市ガスなど
を燃焼して約1500℃まで温度を上げて溶かし、ガラスびん
の成形に適した温度に調整して、成形工程に供給します。
泡や異物のない綺麗なガラスを少ないエネルギーで、効率
的に作るために様々な技術を用いています。また、溶融炉
は10年以上の長期間を安全に稼働することも重要です。

検査・包装工程
徐冷炉から出てきたガラスびんを検査機と人により全数検
査して不良品を除去します。色々な形のガラスびんを高速
で検査するために多くの種類の検査機を使用しています。
またお客様に合わせた方法で包装して出荷します。

加工工程

成形工程

ガラスびんに印刷や表面処理などの様々な方法の加工をす

ガラスびんの成形に適した温度に調整されたガラスをびん
１本当りの重さにカットし、製びん機に供給します。製び

ることで、デザイン性を高めています。商品の魅力を高め
るために多くの加工方法が開発されています。

ん機では高温のガラスを金型に入れて、空気で膨らませな
がら冷やすことで、様々な大きさと形のガラスびんに成形
します。決められた形、寸法に成形するために様々な技
術を用いています。
コンベア

調合
副原料
カレット
石灰石
ソーダ灰
けい砂

ホッパー

溶融
作業室

溶融炉

スロート

フォアハース

ゴブ

成形

排煙処理設備

検査・包装

検査機

包装

ミキサー

煙突

徐冷
徐冷炉

蓄熱室

製びん機

ガラスびんの製造工程図
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進化する製造技術

ガラスびんの溶融・省エネルギー・環境技術
もっと地球にやさしいガラスびんを目指して
省エネルギー、省CO₂
ガラスびん製造で使用するエネルギーの約 60％は溶融工

焼炉があります。原料予熱は排ガスのエネルギーで、原料

程で使用されます。ガラスの溶融に使用されるエネルギー

を予熱する技術であり、酸素燃焼炉は燃焼空気の代わりに

源は、
重油や都市ガスなどの化石燃料が主です。
溶融工程に

酸素を用いることで、排ガス量を減らし、排ガスの熱損失

インプットされるエネルギーのうち、ガラスの溶融に使用

を減らす技術です。また、現行の溶融炉方式では、限界が見

されるエネルギーは約 40％（原料反応熱 + ガラス持ち出

え始めており、将来的なカーボンニュートラルに向けた取

し熱）
のみで、残りの約 60％は排ガス損失、炉壁からの熱

り組みとして、再生可能エネルギー由来の電力をメイン

損失などとなっています。よって、省エネルギー対策は排

に、水素やアンモニア、バイオ燃料、合成メタンを燃焼させ

熱回収や熱損失対策に重点を置いて取り組んできました。

るハイブリッド方式が検討されています。

この熱損失を大きく減らす技術として、原料予熱と酸素燃
排ガス熱損失
20〜30％
化石燃料⇒カーボン
ニュートラル燃料

原料予熱
ホッパー

作業室

フォアハース

ガラス有効熱
30〜40％

空気燃焼⇒酸素燃焼
溶融炉

スロート

電気加熱増加
再エネ電源化

煙突

排煙処理設備

炉壁からの損失熱
30〜40％
蓄熱室

1. カレット利用促進
使用済のガラスびんを回収し、異物を取り除いて粉砕する
ことで再度原料として、利用可能にしたものをカレットと
いいます。
カレットは既にガラス化したものなので、ガラス
化反応に必要なエネルギーが不要となります。一般的なガ

ガラス溶融のエネルギー概略図

日本ガラスびん協会 カレット受入品質規格
異物の区分
鉄
金属類

ラスびんの組成では、カレットを含まない原料のガラス化
反応熱は約 540(kJ/kg) です。
よって、カレット利用率が
10% 増加すると、必要なガラス化反応熱は約 54(kJ/kg 減
少します。
溶融エネルギーの利用効率を 40% とすると、必
要な溶融エネルギーは 135(kJ/kg) 減少することになり、
溶融炉全体で必要なエネルギーの約 2.5〜3.0% に相当し
ます。
また、カレット利用率を増加させることで、溶融時に
CO₂ が発生する天然原料のソーダ灰、石灰石を節約するこ
とができます。カレット利用率が 10% 増加すると溶融エ
ネルギーと合わせて CO₂ 排出量を約 4.5〜5.0% 削減する
30

異物の名称

石類

陶磁器
異質ガラス

有機物

品質規格
1

アルミニウム
（リング）

0.2

アルミニウム
（ラベル）

0.2

その他
（鉄、鉛、真鍮）

1.5

クロマイトなどの鉱石類

0

難溶耐火物

0

その他
（コンクリート、砂礫、赤煉瓦）

30

陶器、磁器

15

結晶化ガラス
その他

0
1000

紙ラベル、プラスチック、木片等

50

プラスチックコートガラスびん

500

※単位 ppm以下

ガラスびんの溶融・省エネルギー・環境技術

ことができます。
カレット利用促進にはカレット品質の向上が必要であり、
日本ガラスびん協会では 2002 年に業界統一カレット受
入品質規格を制定し、カレット品質向上に取り組んできま
した。
品質規格に金属類、陶磁器、石類、異質ガラス、有機物
についての基準を定めています。
近年のカレット利用率は緩やかに増加しています。カレッ

（千トン）

2,000
1,800

カレット使用量

カレット利用率

1,600

78％
76％

1,400
1,200

74％

1,000
800

トは回収時に色別で無色、茶色、
その他の色に分けられます

600

が、製品の色に影響するため再利用が難しいその他の色の

400

カレットをいかに利用していくかが、今後の課題となって

総溶融量

72％
70％

200
0

います。

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1
R2

68％

[出所] ガラスびん3R促進協議会資料

総溶融量、カレット使用量とカレット利用率の推移

2. 都市ガス燃焼

かつてはガラスの溶融は重油が主な燃料でしたが、重油に
は硫黄分が含まれており、燃焼すると有害な硫黄酸化物
(SOx) が大気中へ放出されます。それに対し都市ガスは
硫黄分を含まないため、燃焼しても SOx を放出しません。
また、地球温暖化の原因とされる二酸化炭素の排出量も、
重油と比べて約 23% 少なくなります。このように都市ガ

びん製造においても、都市ガスへの転換が進んできました。
しかし、都市ガスは重油に比べて火炎の輝度が低く、ガラ
スに熱が伝わりにくい特性があります。この欠点を克服す
るため、都市ガスと空気の混合をゆっくり進め火炎の輝度
を高めるよう、バーナーの形状や角度、燃焼用空気や排ガ
スの流速の調整などを実施しています。

スは環境保全に対して重油よりも優れているため、ガラス

重油燃焼

3. 排ガス処理設備

ガラスを溶融する過程で発生する排ガスは燃焼過程で発生
する窒素酸化物、ガラス原料や燃料起因の硫黄酸化物、ば
いじんを含んでいます。そのため、排ガス中の硫黄酸化物
の除去（脱硫）とばいじんの除去（除じん）を行い、きれ

都市ガス燃焼

集じん機やバグフィルターが用いられています。電気集じ
ん方式では高電圧によるコロナ放電を利用してばいじんを
荷電させることにより除去し、バグフィルター方式では細
かい目のろ布を通過させ、ばいじんを除去しています。

ナーの改善、燃焼過程の管理により低い値に抑えています
が、脱 硝 技 術 も 開 発 さ れ て お り 、 海 外 で は 導 入 が 進
脱硫は排ガス中に苛性ソーダなどのアルカリ水溶液を噴霧
し硫黄酸化物と反応させ、次の除じん工程で排ガスから除
去します。
除じんは排ガス中のばいじんを除去する工程であり、電気

燃料
原料

溶融

ガラス

排ガス処理概略図

排ガス

苛性ソーダ

煙突

ん で い ます。

電気集塵機
又は
バグフィルター

スタビライザー

いな状態にして大気に放出しています。窒素酸化物はバー

排ガスブロワ
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ガラスびんの成形技術
職人技からシステム化へ！持続可能な産業化を目指して、
ガラスびんの成形技術が進化しています。
１．
成形技術の変容
ガラスびんの成形工程は粗型工程と仕上型工程に分かれて

面欠陥が少なく衝撃に強い反面、ガラス肉厚分布が均一で

います。粗型工程でびん口部とびんになる前段階の中空体

なく耐内圧強度が低くなるため、厚みが必要となり重くな

( パリソン※) を成形し、このパリソンを仕上型工程に移し、

ります。それを改善するために、プレス方式が発展してきま

エアを吹き込んでガラスびんの形状に膨らませます。

した。PB 方式は主に広口びんで、NNPB 方式は、特にガラ

粗型工程にはエアを吹き込んでパリソンを成形する、ブ

ス肉厚の均一化が強く求められる軽量の細口びんに採用さ

ロー方式とプランジャーを押し込んで成形する、プレス方

れています。耐内圧強度は BB 方式と比較して高いのです

式があります。
前者をブロー＆ブロー（BB）方式、後者をプ

が、衝撃強度はプランジャーとの接触から発生する内面欠

レス＆ブロー
（PB）
方式と呼び、PB 方式の中でも、特に細口

陥により低下します。この内面欠陥を防ぐために、
異物混入

びんの場合をナローネックプレス＆ブロー（NNPB）方式と

対策が重要であり、この対策により様々な技術が発展して

呼んでいます。

きました。この技術は後述する軽量化技術に生かされ、重要

BB 方式は一般的な細口びんの成形に採用されており、内

な役割を果たしています。

※パリソン：様々な形状のガラスびんに対しガラスの厚みを均一にできるように予備成形したもの

BB

方式

PB

方式

NNPB
方式

ガラスびんの成形方式
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ガラスびんの成形技術

２．
電子制御化への取り組み

製びん機は古くからタイミングドラム機構といわれる仕組
みを用いて、
各駆動装置の動作時間を制御していましたが、
各種の設定変更を容易にし、型替時間の短縮や動作時間の
可視化を目的に近年では電子制御が一般的になっていま
す。駆動方式もエア駆動方式からサーボ駆動方式に変化し
ています。
サーボ駆動方式のメリットは数値化することで、再現性が
容易になり作業効率の向上、
メカニズム軌跡の可視化、圧縮
エア使用量の削減、騒音の削減、
トラブル時の自動停止など
数々のメリットがあります。

３．
自動化への取り組み

ガラスびんの成形工程は人手による作業がまだ多く残って
いますが、オペレーターの安全確保、省力化、ヒューマンエ
(1)

電子制御画面

ラーの排除などの観点から、近年、以下のような様々な自動
化技術が広く普及し始めています。

自動塗油ロボット

ガラスびんの成形において、金型への離型剤の塗油は、品質を保持する
ために必要な作業です。危険な作業にもかかわらず、オペレーターによ
る作業の約半分を占めています。
自動塗油ロボットの導入により、オペレーターの安全確保、省力化を実
現しています。さらに塗油する技能に差がなくなるため、品質の安定化
に繋がっています。現在、粗型側の自動塗油ロボットの導入が進んでい
ますが、
仕上型側の自動塗油ロボットの開発も進められています。

自動塗油ロボット

（2）自動ゴブ質量計測システム
カメラによりゴブ（ガラスびん１本の重さにカットしたガラスの塊）の
画像を撮像し、そのゴブの形状から質量を自動的に計測します。質量に
異常があった場合は自動的に破棄したり、質量の自動調整（チューブ制
御）をおこないます。

自動ゴブ質量計測システム

（3）粗型温度自動制御システム
粗型の金型にセットした温度計により実際の粗型温度を読み取り、設定
温度との差を瞬時に計測します。温度差の大きさに応じて、冷却時間（冷
却エアのオンタイミングまたはオフタイミングのいずれか）を変更する
ことで、粗型の冷却に使用する空気の噴出時間を自動的に調整し、粗型
の温度を一定に保ちます。粗型の温度を一定にすることで、ガラスびん
の肩部から底部までのガラスの肉厚分布を調整することが可能になり
ます。

粗型温度自動制御システム
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ガラスびんの検査・包装技術
お客様に安心して使っていただくために
１．
ガラスびんの検査技術
ガラスびんの検査工程では様々な検査機や目視検査によ

機により、確実に不良品を除去します。また、各検査機から

り、ガラスびんの強度・寸法・キズ・外観などを綿密にチェッ

の情報を活用して、不良原因の早期修正や品質判定を行う

クしています。基本的なライン構成は強度検査機・総合検

システムも開発されています。ガラスびんの検査技術は、
生

査機・外観検査機・目視検査です。高性能で高機能な検査

産性の向上と品質の向上に寄与しています。

徐冷炉

総合検査機

強度検査機

外観検査機

ボトルクリーナー

目視検査

包装工程へ

成形工程から
検査工程

（1）
強度検査機
強度検査は検査工程でおこなわれる最初の検査になりま
す。ここでは耐衝撃性や耐圧性など、
ガラスびんの基本とな
る強度をチェックします。ガラスびんに一定の衝撃を与
え、強度を確認するほか、内容物により内圧に耐えうるか
を確認するもので、強度不足のガラスびんはこの段階で排
除されます。
強度検査機

（2）
総合検査機

強度検査機

ガラスびんの寸法や厚みなどが、規格値以内であるか各種
センサーで計測します。
また、ビリ
（ひび割れ）やシワ、泡な
どが生じていないかを光学式センサーで高速に検査しま
す。センサーからのデータを収集し、
欠点の傾向を管理する
ほか、
収集したデータをもとに、
欠点の発生を予兆するシス
テム作りもおこなわれています。

総合検査機

（3）
外観検査機
ガラスびんの汚れや異物、泡などの混入を画像処理装置で
異物検知

チェックします。
各種のカメラと照明を組合せ、
各欠点の検
出に適した方法で検査します。検査が困難な部位や欠点は
目視検査により対応していますが、近年は、AI 技術を使っ
た検査の可能性を探る動きが活発になっています。

外観検査機撮像画面
外観検査機
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ガラスびんの検査・包装技術

（4）生産情報システム（データロガー）
成形工程の製びん機の生産データと検査工程の検査機の検

金型番号を自動的に読み取り、欠点と照合されます。
その情

査データはデータロガーと PC ネットワークシステムによ

報は即座に成形オペレーターにより認識され、欠点の修正

りデータベース化され、ほぼリアルタイムに生産情報や履

などの処置がおこなわれます。このように、生産情報システ

歴情報が共有できるようになっています。
一例として、ビリ

ムは品質と生産性の向上に寄与しています。

などの欠点を検査機が発見した場合、該当のガラスびんが

金型
（金型毎に異なる
型番コードを刻印）

製びん機のどの金型で成形されたか、びん底に刻印された
目

視

検査機 + 型番読取

成びん機
徐冷炉

フィードバック

データロガー

（金型毎の欠点情報）
検査側 PC

LAN
生産情報システム

成形側 PC

２．
ガラスびんの包装技術
（包装ロボット）

ガラスびんの包装形態を大別するとバルク包装・カート
ン包装・P 函包装に分類され、包装形態に応じて機械化さ
れていますが、包装形態によっては一部人手による作業も
残されています。
(1) 包装形態の種類
包装形態で一番多いのはバルク包装で約 70% を占めてい
ます。大ロット製品に多く、バルクパレタイザを使用しま
す。他には小ロット製品に多いカートン包装とビールびん
や一升びんなどのリターナブルびんに多い P 函包装（ポリ
ケース）
があります。

バルク包装

バルクパレタイザ全景

P函包装

バルクパレタイザ出口

(２) 包装設備の自動化
バルク包装はほぼ自動化が達成されています。また、カー
トン包装や P 函包装でも、規定本数をインケース装置で挿
入し、パレットに積載して保管・出荷しています。
しかし、
カートンや P 函のパレットへの積み付けは今なお、人手で
行われる場合も多くあります。産業界全体で人手不足や高
齢化が進む中、垂直多関節なロボットパレタイザを順次導
入し、
省力・省人化と業務の効率化を図っています。

インケーサ

ロボットパレタイザ
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ガラスびんの加工（加飾）技術
デザインの可能性を広げる。
１．
加工の種類
ガラスびんに加工を施すことによりデザインの可能性が広

加工の種類

がり、
商品の魅力をさらに高めることができます。
ガラスび
んの加工技術は主に印刷、ラベル、コーティング、フロスト
の 4 種に大別されます。それぞれ制約条件はありますが、

印刷

ACL（無機インキ）

加工例

特徴

スクリーン

大量生産品の一般的印刷方法

転写

多色・緻密

パット

曲部の印刷に好適

異なる加工を組み合わせ、意匠性の高い製品を作ることも

AOL（有機インキ）

同上

ACLと比較し低温焼付

可能になりました。

シュリンクラベル

熱収縮

三次元の表示・多色

ラベル

２．
印刷加工
（1）
ACL 印刷（Applied Ceramic Label）

コーティング

ガラスびんの印刷といえば、通常は ACＬ印刷を指します。

焼付時にガラスびんの表面に溶着するため、容易に剥離せ
ず、
高級感があり劣化もありません。
顔料として使用する金
属により色が決まります。発色性が良いことから、
鉛を含む
インキが使用されていましたが、近年は環境面から鉛を含
まない無鉛インキが使われるようになっています。

樹脂コーティング

フロスト

感圧

直接印刷感・多色

ディッピング

単色・フロスト調

塗装

単色・フロスト調・グラデーション

静電塗装

同上

蒸着

金属調

エッチング

酸処理

フロスト調

サンドブラスト

粒子吹付

フロスト調

金属コーティング

ガラスびんに無機インキをスクリーン印刷して、600℃程
度の高温でインキを焼付ける加飾技術です。
無機インキは、

タックラベル

ガラスびん加工の種類

組み込んだ印刷機で印刷後、ただちに硬化させることで焼
付炉や硬化炉を必要としない技術も開発されています。無
機インキに比べ強度は劣りますが、色のラインアップに制
限がなく、発色性に優れています。最近はデジタル印刷機も

（2）
AOL 印刷（Applied Organic Label）
AOＬ印刷は有機インキを ACL 印刷と同様にスクリーン
印刷する加飾技術ですが、高温焼付が不要で一般的に
160℃から 200℃程度の熱で樹脂を熱硬化させます。ま
た、
近年は紫外線硬化型インキを用いて、
紫外線照射装置を

開発され、ガラスびんに胴径差があっても高精度に追従し、
印刷することが可能になりました。印刷速度、耐性面、生産
能力などの課題解消により、今後、ガラスびん加飾の主流に
なり得る可能性を秘めています。

スクリーン印刷工程

３．
ラベル加工

ラベル加工は製びん会社やガラスびん加工会社で施され
る場合と顧客の充填後の工程で施される場合があります。

ACL製品

る可能性があります。
（1）シュリンクラベル

前者をプレラベル、後者をアフターラベルと称し、プレラ

シュリンクラベルは一般的に筒状の収縮フィルムをガラス

ベルは洗浄剤や洗浄温度、充填温度などの充填条件に適し

びんに被せて装着し、高温で熱収縮させることによりラッ

た材質や糊を選定しなければなりません。一方、アフター

ピングします。ラッピングの方法としては、ガラスびんの裾

ラベルは基本的にそれらの制約を受けない反面、ラベル起

部からラッピングするテーブルトップ、底部も含めてラッ

因の不具合があるとガラスびんや内容物の損失につなが

ピングする底巻き、ガラスびんの胴部の所定の位置に部分
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的にラッピングする胴巻きの 3 種があります。熱収縮の方

法には熱風や水蒸気があり、水蒸気は設備管理が困難です
が、熱風よりも熱がフィルムに伝わりやすいため収縮しやす
くなります。

シュリンクラベル工程

シュリンクラベル製品

（2）タックラベル
タックラベルはラベル裏面にあらかじめ接着剤が塗布して

スびんの形状やラベルデザイン、ラベル貼付位置によって、

あり、ラベルを台紙から剥離させて、容器に貼り付けるシー

材質や厚みを選定します。基本的にラベルは基材とラミ

ルタイプのラベルです。材質は PP（ポリプロピレン）や PET

ネートの 2 層構造で、剥離紙と呼ばれる台紙に貼り付けら

（ポリエチレンテレフタレート）などの樹脂や紙があります

れ、ロール状になっています。表と裏の 2 点貼りが主流です

が、プレラベルは基本的に樹脂ラベルが用いられます。ガラ

が、首部や裾部など、3 点貼り以上もみられます。

タックラベル工程

4．
コーティング加工

ガラスびんの外表面に樹脂コーティングを施すことで、カ
ラーリングによる意匠性と樹脂中の紫外線吸収剤により紫
外線カットや傷つきを防止するので、リターナブルびんな
どに軽量化の機能を付加することができます。また、
樹脂中

タックラベル製品

なフロスト調も表現することができます。コーティング材
は水系熱硬化型ウレタン樹脂が用いられますが、溶剤系や
紫 外 線 硬 化 型 の 樹 脂 も 使 用 さ れ ま す。そ れ ら の 樹 脂 は
ディッピングやスプレーで塗布され、乾燥・硬化します。

にシリカ粒子などを分散させることで、すりガラスのよう

樹脂コーティングディッピング工程

樹脂コーティング製品

5．
フロスト加工

フッ酸などの薬品で表面処理したり、
サンドブラストのように粒子を吹き付けたり
してガラスびんの外表面を粗くすることで、
フロスト調に表現することができます。
ガラスびんの表面が粗いため、
コーティングによるフロスト調と比較して、ラベルが
貼りやすいとされています。

フロスト製品
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ガラスびんの軽量化技術
ガラスびんの軽量化は成形だけではなく、
原料、溶融から検査を含めた総合技術です。
ガラスびん 3R 促進協議会では 2006 年に「ガラスびん 3R

でいます。第 3 次自主行動計画の 2020 年実績は、2004

推進のための自主行動計画」を策定しました。
その後の第 4

年（基準年）対比 2.2％となり、1.5％軽量化の目標を達成し

次自主行動計画では、1 本あたり重量の 2025 年目標を

ました。

2004 年（基準年）対比 1.5％軽量化する計画で、取り組ん
0.77
L値＝0.44×びん質量
（g）
÷満量容量
（ml）

軽量化のメリット

① 省資源及び廃棄物の減量
③ CO₂ 排出量の削減

②省エネルギー

④機能性の向上
（軽く、
持ちやすい）

日本ガラスびん協会ではガラスびんの軽量度の目安となる
指数を、レベルⅠからレベル IV の 4 つに分類する「L 値」を
導入。
商品の特性を考えながら可能な限り、
軽量化を推進し

レベルⅠ

ています。
レベルⅢ
（L 値＜1.0）
を軽量びん、レベルⅣ（L 値

レベルⅠ
レベルⅡ 1.0 ≦
レベルⅢ 0.7 ≦
レベルⅣ 0.6

＜0.7）
を最も軽量度の高い
「超軽量びん」
とし、軽量化を推
進するためのシンボルにしました。
L 値は、容量とガラスび
んの質量との関係を関数で求めた軽量度合いを示す指数
で、図表の計算式により求めます。

軽量化に必要な６大要素
１．
ガラスの均質性

軽量化するためにはガラスの品質自体を向上させる必要が
あります。カレットなど原料の品質管理と溶融炉からフォ
アハースまでの温度管理により、ガラス中の泡やブツを減
少させることが必要です。また、フォアハースの燃焼と冷
却の条件設定や攪拌装置により、ゴブの温度を均一にする
ことが非常に重要です。

レベルⅡ

レベルⅢ
L
L
L
L

≧ 1.4
< 1.4
< 1.0
< 0.7

レベルⅣ
重量びん
標準びん
軽量びん
超軽量びん

軽量度指数

２．
肉厚分布

ガラスびんの軽量化は部位（底、胴、口など）ごとに十分
な強度を確保する肉厚に成形することが、ガラスびんの
強度に影響する重要なポイントです。強度計算から必要な
ガラス肉厚を算出し、パリソンの設計をおこないます。そ
して、パリソンを膨らませて計算通りのガラス肉厚を得る
ために、ゴブ温度や金型温度の最適化が必要です。また、
常に安定した品質を維持するための温度維持と安定的な
ゴブローディングが必要になります。

フォアハース先端の攪拌装置例

耐内圧強度計算
パリソンと肉厚分布
ゴブローディング
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３．
コーティング
ガラスびんの強度を低下させないためにはガラスびん表面に微細なキズが付
かないよう保護することが重要です。製びん機を出た後、ホットエンドコー
ティング
（HEC）
を施し、徐冷炉を出た後、コールドエンドコーティング（CEC）
を施します。
HEC は、製びん機を出て、徐冷炉に入るまでの間に、表面（500 〜
600℃）に金属酸化皮膜をコーティングすることで、成形直後の表面にキズの
少ない状態を維持し強度を高めることができます。CEC は徐冷炉を出てすぐ、
表面（110℃前後）
に界面活性剤をコーティングすることで潤滑性を与え、搬送
時の接触、擦れなどによるキズを防止します。
界面活性剤には、水溶性と非水溶
性があり非水溶性は洗びんしても、
キズ付き防止効果が持続します。
HEC装置

４．
ガラスびん表面欠陥の防止
軽量化はガラスびんの内面や外面に発生する微小欠陥（キ

の混入防止、ゴブデリバリーのコーティングが起因する

ズ、離型剤の異物、可動部からの金属摩耗粉による異物）を

カーボン異物の排除や材質を最適にすることで、内外面の

防止し、
割れの原因を取り除くことが重要で、
異物の有無で

異物混入を防ぐことができます。

衝撃強度が大きく変わります。離型剤が起因となるカーボ
ン異物の排除、金型部品や機械部品の耐磨耗処理、摩耗粉

衝撃強度比率

100

100
80
60

50

40

10

20
0
欠陥無し

異物

異物と泡

異物と衝撃強度の関係

５．
徐冷
製びん機ではガラスを急冷して、ガラスびんの形状に成形
します。
この時にガラスびんの外側が先に収縮し、
内側が遅

金型、製びん機
起因の鉄系異物

塗油剤、デリバリー
起因の炭素異物

写真1 微小欠陥例

れて収縮することで熱歪みが発生し、
このままでは、
割れや
すい状態になります。
そこで、
熱歪みを取り除くために徐冷
点と呼ばれる、わずかにガラスが柔らかくなる温度まで加
熱し、その後、歪点とよばれる歪みが生じない温度まで、
ゆっくり冷却することで、割れにくい丈夫なガラスびんに
仕上げます。徐冷炉の最適な温度カーブと徐冷時間の設
定が重要になります。

徐冷温度カーブ

６．
検査機
検査機は強度検査機により低強度なガラスびんの除去に加
え、肉厚検査機により不良なガラスびんを排除することで、
品質を確保しています。
搬送工程などで、
ガラスびん同士が
接触する上下のコンタクトポイントの肉厚管理は特に重要
で複数のセンサーで全周測定して、規格値以下のガラスび
んを排除します。

肉厚検査機
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◆日本ガラスびん協会創立後の正会員会社の歴史と変遷
◆日本ガラスびん協会創立後の正会員会社の歴史と変遷
西暦 西暦

1952 1952
53 54
53 55
54 56
55 57
56 58
57 59
581960
59 1960
61 62
61 63
62 64
63 65
64 66
65 67
66 68
67 69
681970
69 1970
71 72
71 73
72 74
73 75
74 76
75 77
76 78
77 79
78 1980
79
10年10年

正会員数
正会員数

10 11
10 911 9 11

11 10

20年20年

11

12

12

10

11

9

10

■石塚硝子株式会社
■石塚硝子株式会社

◆5月入会
◆5月入会
石塚硝子株式会社
石塚硝子株式会社

（創業1819年）
（創業1819年）

新日本硝子株式会社
新日本硝子株式会社
◆5月入会
◆5月入会

■磯矢硝子工業株式会社
■磯矢硝子工業株式会社

（創業1944年）
（創業1944年）

12月磯矢硝子工業設立
鳥取硝子工業株式会社
鳥取硝子工業株式会社12月磯矢硝子工業設立
マルオ硝子株式会社
マルオ硝子株式会社

■第一硝子株式会社
■第一硝子株式会社
九州硝子株式会社
九州硝子株式会社

（創業1940年）
（創業1940年）

◆2月入会
◆2月入会

（第一硝子株式会社）
（第一硝子株式会社）

◆10月退会
◆10月退会

5月 第一硝子に社名変更
5月 第一硝子に社名変更
１月 第一硝子と合併
１月 第一硝子と合併
2月設立入会

塚田硝子株式会社
塚田硝子株式会社

◆2月塚田硝子設立入会

■東洋ガラス株式会社
■東洋ガラス株式会社

（創業1888年）
（創業1888年）

◆5月入会
◆5月入会
九州硝子株式会社
九州硝子株式会社
島田硝子株式会社
島田硝子株式会社
◆5月入会
◆5月入会
10月3社合併
10月3社合併
（東洋ガラス株式会社）
（東洋ガラス株式会社）
◆7月入会
◆7月入会
塚田硝子株式会社
塚田硝子株式会社
◆10月東洋硝子設立入会
◆10月東洋硝子設立入会
東洋硝子株式会社
東洋硝子株式会社
◆5月新東洋硝子設立入会
◆5月新東洋硝子設立入会
新東洋硝子株式会社
新東洋硝子株式会社

東京製壜工業株式会社
東京製壜工業株式会社
◆5月入会
◆5月入会
（トービン株式会社）
（トービン株式会社）

7月東洋ガラスに社名変更
7月東洋ガラスに社名変更
9月トービンと合併
9月トービンと合併
◆4月退会
◆4月退会
6月 6月
トービンに社名変更
トービン社名変更

■日本耐酸壜工業株式会社
■日本耐酸壜工業株式会社

（創業1930年）
（創業1930年）

日本耐酸壜工業株式会社
日本耐酸壜工業株式会社

10月10月

10月福岡工場新設
10月福岡工場新設
（現九州工場）
（現九州工場

◆7月入会
◆7月入会

大垣市中曽根町に本社
大垣市中曽根町に本社
大垣工場
大垣工場
（現本社工場）
（現本社工場）
移転 移転

■日本山村硝子株式会社
■日本山村硝子株式会社

（創業1914年）
（創業1914年）

◆5月入会
◆5月入会2月日本硝子と合併
2月日本硝子と合併
徳永硝子株式会社
徳永硝子株式会社
◆5月入会
◆5月入会
日本硝子株式会社
日本硝子株式会社

◆5月入会
◆5月入会1月山村硝子に社名変更
1月山村硝子に社名変更
山村製壜所
山村製壜所
（日本山村硝子株式会社）
（日本山村硝子株式会社）
◆5月入会
◆5月入会
広島硝子工業株式会社
広島硝子工業株式会社

◆5月入会
◆5月入会
麒麟麦酒株式会社
麒麟麦酒株式会社

ＫＹＣ株式会社
ＫＹＣ株式会社
大葉硝子株式会社
大葉硝子株式会社
（大和硝子株式会社）
（大和硝子株式会社）
ユニオン硝子工業株式会社
ユニオン硝子工業株式会社

西暦 西暦

／

第二次オイルショック むぎ焼酎 いいちこ発売

新東京国際空港開港

新東京国際空港開港
第二次オイルショック むぎ焼酎 いいちこ発売

ロッキード事件

第一次オイルショック

桃屋 ごはんですよ！発売

／

ロッキード事件

／

山陽新幹線開業

桃屋 ごはんですよ！発売

／

沖縄本土復帰

山陽新幹線開業

／

第一次オイルショック

沖縄本土復帰

ニクソンショック

11

大阪万博開催
ニクソンショック

11

アポロ 号月面着陸
大阪万博開催

アポロ 号月面着陸

／

ネスカフェ エクセラ発売

東海道新幹線開業 ワンカップ大関発売

／

／

ビートルズ来日

東京オリンピック開催

東海道新幹線開業 ワンカップ大関発売

／

／

オロナミンC発売
ビートルズ来日 ネスカフェ エクセラ発売

東京オリンピック開催

／

オロナミンC発売

ケネディー大統領暗殺

リポビタンD発売
ケネディー大統領暗殺

キッコーマン特選丸大豆しょうゆ卓上発売
リポビタンD発売

だっこちゃんブーム
キッコーマン特選丸大豆しょうゆ卓上発売

東京タワー完成
伊勢湾台風

伊勢湾台風
だっこちゃんブーム

／

コカ・コーラレギュラーサイズ日本にて発売
東京タワー完成

／

日本国連加盟 ウイスキー ブラックニッカ発売
コカ・コーラレギュラーサイズ日本にて発売

神武景気始まる

未入会期間
未入会期間

神武景気始まる
日本国連加盟 ウイスキー ブラックニッカ発売

入会期間
入会期間

◆4月入会
◆4月入会

サンフランシスコ講和条約発効
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◆2月退会
◆2月退会

5月大和硝子に社名変更
5月大和硝子に社名変更

55 57
56 58
57 59
581960
59 1960
1952 1952
53 54
53 55
54 56
61 62
61 63
62 64
63 65
64 66
65 67
66 68
67 69
681970
69 1970
71 72
71 73
72 74
73 75
74 76
75 77
76 78
77 79
781980
79
サンフランシスコ講和条約発効

主な出来事と主なガラスびん商品
主な出来事と主なガラスびん商品

◆4月入会
◆4月入会

／

（2022年5月現在）
（2022年5月現在）
82
81 83
82 84
83 85
84 86
85 87
86 88
87 89
881990
89 1990
91 92
91 93
92 94
93 95
94 96
95 97
96 98
97 99
982000
99 01
2000 02
01 03
02 04
03 05
04 06
05 07
06 08
07 09
082010
09 11
2010 12
11 13
12 14
13 15
14 16
15 17
16 18
17 19
182020
19 21
2020 22
21 22

ラグビーワールドカップ日本開催
高輪ゲートウェ 駅開業／コロナウイルス感染拡大

築地市場から豊洲市場に移転
ラグビーワールドカップ日本開催

桐生祥秀日本人初の１００ｍ９秒台
築地市場から豊洲市場に移転

北海道新幹線開業
桐生祥秀日本人初の１００ｍ９秒代

御嶽山噴火 最軽量ビール中びん・新３社共通ビール中びん投入開始

北海道新幹線開業

東京スカイツリー完成

東日本大震災
東京スカイツリー完成

食べるラー油ブーム
東日本大震災

食べるラー油ブーム

リーマンショック

第一回ＷＢＣ開催日本優勝
本格焼酎ブームのピーク

本格焼酎ブームのピーク
リーマンショック

中部国際空港開港
第一回ＷＢＣ開催日本優勝

東北楽天ゴールデンイーグルス誕生
中部国際空港開港

ＳＭＡＰ
﹁世界に一つだけの花﹂
大ヒット
東北楽天ゴールデンイーグルス誕生

サッカーワールドカップ日韓共同開催
ＳＭＡＰ
﹁世界に一つだけの花﹂
大ヒット

ユニバーサルスタジオジャパン開園
サッカーワールドカップ日韓共同開催

ユニバーサルスタジオジャパン開園

﹁だんご３兄弟﹂
大ヒット
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85 87
86 88
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881990
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92 94
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94 96
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96 98
97 99
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13 15
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182020
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秋田・長野・北陸新幹線開業
長野オリンピック開催

長野オリンピック開催
﹁だんご３兄弟﹂
大ヒット

容器包装リサイクル法制定

秋田・長野・北陸新幹線開業

阪神淡路大震災

サッカーJリーグ開幕
関西国際空港開港

湾岸戦争勃発
山形新幹線開業

山形新幹線開業
サッカーJリーグ開幕

東西ドイツ統一
湾岸戦争勃発

消費税導入 ウイスキー 響発売
東西ドイツ統一

青函トンネル開通
消費税導入 ウイスキー 響発売

国鉄分割民営化／東北自動車道全通
青函トンネル開通

国鉄分割民営化／東北自動車道全通

ＮＴＴ・日本たばこ産業誕生

ウイスキー 山崎発売
ＮＴＴ・日本たばこ産業誕生

三宅島大噴火 東京ディズニーランド開園
ウイスキー 山崎発売

東北新幹線開業
三宅島大噴火 東京ディズニーランド開園

神戸ポートアイランド博覧会開催
東北新幹線開業
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東京オリンピック開催
国際ガラス年2022／協会創立 周年
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高輪ゲートウェ 駅開業／コロナウイルス感染拡大
東京オリンピック開催

70

御嶽山噴火 最軽量ビール中びん・新３社共通ビール中びん投入開始

／

関西国際空港開港
阪神淡路大震災 容器包装リサイクル法制定

／

／

◆9月退会
◆9月退会
◆3月入会
◆3月入会

／

／

／

／

／

兵庫県尼崎市に本社移転
兵庫県尼崎市に本社移転
4月山村硝子と合併
4月山村硝子と合併

4月創業100周年を迎える
4月創業100周年を迎える
6月 6月
10月日本山村硝子に社名変更
10月日本山村硝子に社名変更

創業200周年
創業200周年
を迎える
を迎える
6月石塚硝子と合併
6月石塚硝子と合併
9月アサヒビールパックスに社名変更
9月アサヒビールパックスに社名変更

6
5 6
56
6
7
7

70年70年
60年60年
50年50年
40年40年
30年

8
8
7
8

12月12月

◆9月入会
◆9月入会

7月磯矢硝子工業と合併
7月磯矢硝子工業と合併

◆7月入会
◆7月入会

4月創業100周年を迎える
4月創業100周年を迎える

10月山村硝子と合併
10月山村硝子と合併

◆3月退会
◆3月退会

◆7月退会
◆7月退会

日本ガラスびん協会

70 年の歩み

■1952年〜2002年
●1952年 昭和27年
５月・全自動製壜協会創立
（５月８日）
。
・全自動製壜協会規約を制定。
●1953年 昭和28年
７月・労政問題についての連絡会を設置。
●1956年 昭和31年
６月・計量法特殊容器製造事業場関係法が制定される。
９月・関連業界月報を発行。
10月・硝子印刷特許問題が解決。
11月・会員の全事業場が計量法特殊容器製造事業場に指定され
る
（指定期間１年）
。
●1957年 昭和32年
３月・JIS R 3521
「注射剤用バイアル」
を制定。
６月・需要調査委員会を設置。
７月・協会名を日本自動製壜協会と改称。
・理事長制をやめ会長制とする。
12月・ラジオによる特殊容器のPRを開始。
●1958年 昭和33年
５月・特殊容器便覧を発行。
６月・特殊容器のPR媒体をラジオから週刊誌及び婦人雑誌にか
える。
●1960年 昭和35年
７月・薬用広口びんの協会規格
（形状）
を制定。
９月・ジュースびんの協会規格
（形状）
を制定。
●1961年 昭和36年
１月・関連業界月報の発行を中止。
10月・会員中7社で自動製壜労政協議会を設立。
●1962年 昭和37年
５月・金型の固定資産扱いについての反対運動を行う。
８月・溶解炉特別修繕引当金制度を
「ガラスびん溶解炉」
に適用
するよう運動開始。
９月・ 日本硝子株式会社が同社所有のIS機に関する実用新案
の実施権料を協会に供与。
・ 薬用広口協会規格びんの普及活動を行う。
10月・技術者懇談会の随時開催を決定。
・ 協会創立10周年記念パーティーを開催。
●1963年 昭和38年
５月・需要調査委員会に輸出委員会を置く。
●1964年 昭和39年
２月・JIS R 3522
「ガラス製薬品びん」
を制定。
３月・ 特別修繕引当金制度に「ガラスびん溶解炉」が適用さ
れる。
６月・技術委員会を設置。
●1965 昭和40年
１月・技術委員会がびん図面の作成基準を作成。
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●1966年 昭和41年
１月・事務所を新橋の日本ガラス工業センター６階に移転。
６月・技術委員会がびん外観欠点名称表および欠点図面集を作
成。
12月・びんのコーティング問題起こる。
●1967年 昭和42年
６月・技術委員会が特殊容器の型式全面改正を検討。
●1968年 昭和43年
２月・JIS R 3522
「ガラス製薬品びん」
を改正、協会規格型広口
薬びんを追加。
７月・ワンウェイ壜廃棄処理問題検討の必要性を確認。
８月・需要予測講習会を開催。
11月・需要調査委員会
「新壜需要に関する考察」
を作成。
●1969年 昭和44年
５月・びんに対する競合容器の増大傾向高まる。
６月・協会名を日本製壜協会と改称。
７月・技術委員会がPPキャップ用標準口型を制定。
11月・広報誌
「gob」
発行を決定。
・
12月 新型軽量1.8Lびんを試作。
●1970年 昭和45年
１月・労務委員会を設置。
３月・広報誌
「gob」
創刊号を発行。
６月・特殊容器製造事業場指定期間が３年になる。
10月・廃棄公害問題検討の必要性を確認。
12月・技術委員会が軽量びんを試作、各種強度試験を行う。
●1971年 昭和46年
７月・ 炭酸飲料びんの破壜に関連して炭酸飲料壜委員会を設
置、第一部会がただちに活動に入る。
・
11月 炭酸飲料用びん強度試験法のJIS原案作成を工業技術院
より受託、JIS原案作成準備委員会を設置、JIS素案の作成
に入る。
12月・技術委員会に公害対策専門部会を置く。
●1972年 昭和47年
５月・ 需要調査委員会に長期需要予測、廃棄処理の各専門委員
会を置く。
６月・ 炭酸飲料用びん強度試験法のJIS原案の作成を工業技術
院より正式に受託、JIS原案作成委員会を設置、原案作成
に入る。
10月・協会創立20周年記念パーティーを開催。
●1973年 昭和48年
２月・口型標準化専門委員会を設置。
・ 長期需要予測作業を完了。
10月・SD型捻子口を制定。
●1974年 昭和49年
１月・JIS S 2301〜2304を制定。
３月・共通新型ビールびんの試作及び試験をビール酒造組合よ
り受託。

1952年
（昭和27年）
5月〜1990年
（平成2年）
10月
５月・JIS S 2305、2306を制定。
・
「製造エネルギー面からみた各種容器」
を作成。
７月・リサイクリング委員会を設置。
８月・DP型捻子口を制定。
●1975年 昭和50年
２月・ガラスびんリサイクリングのシンボルマークを制定。
４月・広報誌
「gob」
『リサイクリング特集号』
を発刊。
・
「各種包装容器の社会的費用の試算」
を刊行。
・ビデオ
「ガラスびんのリサイクリング」
を制作。
10月・地方自治体廃棄物処理の実態調査を委託。

●1983年 昭和58年
１月・ 公害対策委員会東西合同委員会を開催。
３月・ 第５回特別講演会を開催。
８月・ 込カレット使用推進委員会を設置。
11月・ 第７回研究発表会を開催。
●1984年 昭和59年
３月・ 第６回特別講演会を開催。
11月・ガラスびんリサイクリング推進連合を設立。
・ 第８回研究発表会を開催。
・ 米国にびん事情調査団を派遣。

●1976年 昭和51年
５月・共通新型ビールびんの試験吹製を完了。
６月・会員用パンフレット
「びん入りをつかいましょう」
を作成。
７月・UC、TT、S1、S2型捻子口を制定。
11月・フランス廃棄物処理調査団と懇談。

●1985年 昭和60年
３月・ 第７回特別講演会を開催。
９月・ 欧州にガラスびんリサイクリング調査団を派遣。
10月・ 第９回研究発表会を開催。
11月・ 公害健康補償制度改正に関する懇談会を開催。

●1977年 昭和52年
１月・共通新型ビールびんの各種試験を完了。
６月・ガラスびん品質規格を制定。
・ びん口規格を制定。
・回収カレットの品質規格を制定。
９月・資源化ハンドブックの作成を委託。
11月・韓国硝子業界の調査を委託。
12月・リサイクルフェアに出展
（新生活運動協会主催）
。

●1986年 昭和61年
３月・ 第８回特別講演会を開催。
４月・ 協会名を日本ガラスびん協会と改称。
６月・ 自販機の空きびん回収テストを行う。
８月・ 日本ガラスびん協会員表彰選考委員会を設置。
10月・ 第10回研究発表会を開催。
・ 米国に市場調査団を派遣。

●1978年 昭和53年
３月・第１回研究発表会を開催。
９月・資源化ハンドブック第２集の作成を委託。
11月・第２回研究発表会を開催。
●1979年 昭和54年
３月・第１回特別講演会を開催。
４月・物流研究委員会を設置。
７月・省エネルギー対策委員会を設置。
10月・第３回研究発表会を開催。
●1980年 昭和55年
３月・第２回特別講演会を開催。
10月・バルク包装PR用パンフレット
「BULK」
を作成。
・第４回研究発表会を開催。
●1981年 昭和56年
３月・第３回特別講演会を開催。
５月・需要創造委員会を設置。
８月・需要創造委員会に自動販売機部会を置く。
10月・第５回研究発表会を開催。
12月・ パンフレット
「飲料用ワンウェイびん」
「 製びん業界のリサ
イクリング活動」
を作成。
●1982年 昭和57年
２月・自動販売機のガラスびんによるテストを行う。
３月・第４回特別講演会を開催。
６月・カレット処理設備標準委員会を設置。
９月・リーフレット
「ニュース・リサイクリング」
を発行。
10月・第６回研究発表会を開催。

●1987年 昭和62年
３月・ 第９回特別講演会を開催。
４月・ガラスびんPR委員会を設置。
・ 協会の事務局規程他、諸規程を制定。
10月・ 欧州に物流事情調査団を派遣。
・ 第11回研究発表会を開催。
●1988年 昭和63年
３月・ 第10回特別講演会を開催。
・ 国際化委員会を設置。
６月・ 規約の全面改正を行い、
これを日本ガラスびん協会定款
とする。
９月・ 東京国際包装展に出展。
を発刊。
・「ガラスびんの文化誌」
10月・ 欧州に省エネルギー事情調査団を派遣。
・ 第12回研究発表会を開催。
●1989年 平成元年
３月・ 第11回特別講演会を開催。
６月・ バルク包装PR用パンフレット
「BULK」
改訂版を発行。
10月・ 欧州にガラスびん事情調査団を派遣。
・ 第13回研究発表会を開催。
●1990年 平成２年
３月・ 第12回特別講演会を開催。
10月・ 第14回研究発表会を開催。
・ 国際ガラスびんシンポジウムを開催。
・ 東京国際包装展に出展。
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日本ガラスびん協会

70 年の歩み

●1991年 平成３年
３月・・
第13回特別講演会を開催。
８月・ 日本酒造組合中央会が500ml規格統一リターナブルび
んを決定、採用に際し協力、識別マーク
（Rマーク）
を制作。
10月・第15回研究発表会を開催。
11月・リターナブルびんであることを容易に識別できるよう、シ
ンボルマーク
（Rマーク）
を決め、意匠登録出願。

●1992年 平成４年
２月・セミナー
「現在の物流動向・近未来の動向」
を開催。
・ 500m 規格統一リターナブルびん使用開始。
３月・セミナー
「物流戦略・物流管理指標の体系」
を開催。
・ 第14回特別講演会を開催。
５月・特殊容器制度検討委員会を設置。
10月・第16回研究発表会を開催。
●1993年 平成５年
３月・第15回特別講演会を開催。
５月・日本ガラスびん協会創立40周年記念CD完成。
10月・第17回研究発表会を開催。
11月・改正計量法施行。
●1994年 平成６年
３月・第16回特別講演会を開催。
10月・ガラスびん推進プロジェクト準備委員会開催。
・第18回研究発表会を開催。
・ガラスびんPR委員会を広報委員会に改称。
12月・ガラスびんリサイクルを積極的に推進するため、
ガラスび
んフォーラム、ガラスびんリサイクリング推進連合とプロ
ジェクトを発足。
●1995年 平成７年
３月・第17回特別講演会を開催。
６月・容器包装リサイクル法公布。
７月・製造物責任
（PL）
法が施行され、その対策を検討。
10月・第19回研究発表会を開催。
●1996年 平成８年
３月・第18回特別講演会を開催。
９月・
（財）
日本容器包装リサイクル協会設立、同協会内にガラス
びん事業部が設置される。
10月・第20回研究発表会を開催。
11月・ガラスびんリサイクリング推進連合をガラスびんリサイク
ル促進協議会に改称。
●1997年 平成９年
３月・第19回特別講演会を開催。
４月・容器包装リサイクル法施行
（ガラスびん、PET容器、大企業
対象）
。
７月・ホームページを開設。
10月・第21回研究発表会を開催。
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●1998年 平成10年
１月・ 事務局の情報発信誌として
「ニュースガラスびん」
を創刊。
３月・ 第20回特別講演会を開催。
４月・ CO₂ 排出量・エネルギー消費量削減の目標値を決定、
CO₂ 排出量20.0％、エネルギー消費量12.1％減。
10月・ 第22回研究発表会を開催。
11月・ ガラスびん安全対策委員会を設置、学会からの参加も得
て
「調査研究報告書」
を作成、
ガラスびんの安全性を公表。
●1999年 平成11年
１月・ びん口規格を改訂。
３月・・
第21回特別講演会を開催。
・
「ガラスびん復権キャンペーン」
〜未来を変える自然の器・
ガラスびんのススメ〜を新宿・朝日生命ホールで開催、
NHKで一部放送。
６月・ ガラスびん品質規格を改訂。
●2000年 平成12年
３月・ ガラスびんの軽量度(L値)の算定方式と、超軽量びんの定
義を決め、そのシンボルマークを意匠登録出願。

７月・ 日本経済新聞紙上で３回
（７月、
８月、平成13年１月）
にわた
り、全国広告を掲載、広告とタイアップした専用のホーム
ページを開設し、消費者との相互コミュニケーションを図
る、
このシリーズ広告は、
「日経広告賞・本賞」
ほか、多くの
賞を受賞。
９月・「エコロジーボトル」
「スーパーエコロジーボトル」
の定義を
決め、
シンボルマークを意匠登録出願。

●2001年 平成13年
４月・ ガラス産業連合会
（前年発足のガラス産業協議会を改称）
に参加。
７月・「文字表現付Rマーク」
を制定し、
「Rマーク」
と併せて取扱
基準
（内規）
を決める。
10月・ 茅ヶ崎市商店会連合会等によるリターナブルびん推奨
キャンペーンに協賛、参加。
11月・メールマガジン発行開始
（月１回）
。
●2002年 平成14年
９月・カレット品質規格
（回収カレット品質規格改め）
を改訂。
10月・ 事務所を新橋の田中田村町ビル８階に移転。
11月・ 協会創立50周年記念パーティーを開催。

1991年
（平成3年）
3月〜2006年
（平成18年）
12月

■2003〜2011年
●2003年 平成15年
１月・小川昇氏が会長、岩本重己氏が副会長に就任。
４月・ 軽量びんに関するエコマークの認定基準
（
（財）
日本環境
協会）
を制定、
これにより、既に対象となっているリターナ
ブルびん、
カレット多利用びんと共に認定基準が制定され
たことになる。
・ガラスびんの
「リサイクルのための識別表示」
を制定。
５月・ 創立50周年を機に協会のシンボルマーク並びにロゴタイ
プを制定。

９月・ 会長以下、理事・専務理事により訪米、アメリカのガラスび
ん業界を視察。
10月・
「南九州における900m 茶びんの統一リユースシステム
モデル事業」
に参加協力。
●2004年 平成16年
３月・ 協会のメッセージコンセプトを、
「良いものは、いつもガラ
スびん。」
に決定。
・ アメリカ視察で得た知見を基に
「ガラスびんデザインア
ワード」
の創設を決定。
７月・ 1970年創刊以来、137号を数えた広報誌
「gob」
を休刊、
以後ホームページの充実を図ることにより代替。
９月・ 理事会への諮問機関として運営委員会を設置し、活動を
開始。
・ムック本
「おいしいものはガラスびんに入っている」
の発刊
に協力し完成。

・米国ガラスびん協会
（GPl）
と日本ガラスびん協会が日本
で初めての会合を開催。
10月・協会の会員組織に準会員、賛助会員を創設、準会員11社、
賛助会員36社が加盟。
・会長以下、理事・専務理事に準会員が加わり訪欧、
ヨーロッ
パのガラスびん業界を視察。
●2005年 平成17年
１月・小山達治氏が会長、堤俊彦氏が副会長に就任。
２月・ 第１回
「ガラスびんデザインアワード2004」
の審査会を審
査委員長に内田繁氏
（日本デザイン界の権威）
、審査委員
に益田文和氏
（プロダクトデザイナー）
、佐藤卓氏
（グラフ
ィックデザイナー）
が就任し開催。
３月・ガラスびん品質規格を改訂。
・第１回「ガラスびんデザインアワード2004」授賞式を開
催、最優秀賞は大山乳業農業協同組合の「白バラ牛乳
500ml」
が受賞。
・ 日本経済新聞
（全国版）
にカラー全面広告を掲載
（
「ガラス
びんデザインアワード2004」
受賞製品と審査委員のコメ
ントを紹介）
。

ガラスびんデザインアワード
2004ポスター

2004年度
最優秀賞

８月・日本経済新聞日経プラス１にカラー全面広告を掲載。
意見広告が話題となる。

９月・正会員に磯矢硝子工業株式会社が加盟し、正会員６社
体制となる。
・ムック本第２弾「ガラスびんで、まあるい暮らし」の発刊
に協力し完成。

10月・
「暮らしの包装商品展2005」
に初出展。
11月・カレット品質規格を改訂。
●2006年 平成18年
３月・協会の定款を全面見直し改正。
第２回「ガラスびんデザインアワード2005」授賞式を開
催、最優秀賞は三和酒類株式会社の
「むぎ焼酎『いいちこ
スペシャル』720mlボトル
（30度）
」
が受賞。

ガラスびんデザインアワード
2005ポスター

2005年度
最優秀賞

・ 日本経済新聞
（全国版）
にカラー全面広告を掲載
（
「ガラス

びんデザインアワード2005」
受賞製品と審査委員のコメ
ントを紹介）
。
７月・ 2005年度の活動をまとめた小冊子を制作し配布。
８月・びん口規格を改訂。
10月・ 雑誌「クロワッサン」
よりBOOKinBOOK『おいしいもの
は、いつもガラスびん。』が綴じ込み冊子として発行さ
れる。
・ 読売新聞
（東京本社版）
に
「クロワッサン」
とタイアップしカ
ラー全面広告を掲載。
12月・ 協会のキャッチフレーズである
「良いものは、いつもガラ
スびん。」
のロゴマークを決定。

45

日本ガラスびん協会

70 年の歩み

●2007年 平成19年
３月・ 平成18年度計量行政調査事業（特殊容器の使用実態調
査）
を受託し調査報告書を提出。
第３回「ガラスびんデザインアワード2006」授賞式を
開催、最優秀賞は株式会社無手無冠の
「栗焼酎 四万十大
正」
が受賞、審査委員に船山直子氏
（クロワッサン編集部
副編集長）
が加わる。

ガラスびんデザインアワード
2006ポスター

2006年度
最優秀賞

読売新聞
（東京本社版）
にカラー全面広告を掲載
（
「ガラス
びんデザインアワード2006」
受賞製品と審査委員のコメ
ントを紹介）
。
５月・ 山中昭廣氏が会長、岩本重己氏が副会長に就任。
７月・ 2006年度の活動をまとめた小冊子を制作し配布。
10月・
「暮らしの包装商品展2007」
に出展。
12月・ 朝日小学生新聞に
「ガラスびん工場親子見学会」
の募集広
告を掲載。
●2008年 平成20年
１月・ガラスびんに関する消費者意識調査を実施。
２月・ 雑誌「クロワッサン」
とのタイアップにより、料理研究家
辰巳芳子先生の『ガラスびんがいちばん。辰巳芳子の
「い
のちの食卓通信」』の連載記事を掲載（2008年２月〜
2009年１月、合計12回連載）
。
・朝日小学生新聞に
「ガラスびん工場親子見学会」
の取材記
事を全面に掲載。
・ 朝日小学生新聞に掲載した、
「ガラスびん工場親子見学
会」
の様子をポスターにして、全国5000校に配布。
３月・ 第４回「ガラスびんデザインアワード2007」授賞式を開
催、最優秀賞は日清オイリオグループ株式会社の
「出雲の
国の向日葵油」
が受賞。

●2009年 平成21年
２月・平成20年度工業標準化調査等委託事業
（計量用ガラスび
んに関する調査研究）
を受託、JIS素案を提出。
３月・ 第５回「ガラスびんデザインアワード2008」授賞式を開
催、最優秀賞は株式会社プレミアム・サケ・コンソーシアム
の
「記念美酒
（きねんびしゅ）
」
が受賞、今回よりガラスびん
を日頃ご愛顧いただいているお客様や話題の製品に感謝
の意を表することを目的に日本ガラスびん協会特別賞を
新設、初回の受賞製品は大正製薬株式会社の
「リポビタン
ノンカフェ」
「
、リポビタンアミノ」
「
、リポビタンBiz」
（手売り
用、ベンダー用）
が受賞。

ガラスびんデザインアワード
2008ポスター

・読売新聞
（東京本社版＋大阪本社版）
にカラー全面広告を
掲載
（
「ガラスびんデザインアワード2008」
受賞製品と審
査委員のコメントを紹介）
。
・クロワッサン誌に掲載した、
『ガラスびんがいちばん。辰巳
芳子の
「いのちの食卓通信」』、全12回の連載をまとめた
小冊子を制作し配布。
・
４月 ガラスびんをモチーフにした映画、
「今度の日曜日に」
（主
演：市川染五郎、ユンナ）
の製作に協力、同映画は日本・韓
国で上映。
・
「目盛付き保存びん」
を辰巳芳子先生監修により全国の
クロワッサンショップで発売。
５月・山村幸治氏が会長、堤俊彦氏が副会長に就任。
６月・ 石川県能登島ガラス美術館
（石川県七尾市）
で開催の
「ガ
ラスびん展̶時代をうつすガラスたち̶」
の出展に協力。
７月・・
業界初のテレビコマーシャルを制作し放送、連続ドラマ
（８話完結）
仕立ての
「おびん」
（大和田伸也さん、竹本聡子
さんが出演）が好評を得た（TBS系列、毎週土曜日放送
「知っとこ!」
を提供）
。

タイトル画像
ガラスびんデザインアワード
2007ポスター

2007年度
最優秀賞

・読売新聞
（東京本社版＋大阪本社版）
にカラー全面広告を
掲載
（
「ガラスびんデザインアワード2007」
受賞製品と審
査委員のコメントを紹介）
。
７月・ 朝日小学生新聞に
「ガラスびん工場親子見学会」
の募集広
告を掲載。
・ 2007年度の活動をまとめた小冊子を制作し配布。
９月・ 技術委員会よりリターナブル使用におけるCO₂排出負荷
量の削減試算結果報告書が提出され説明会を開催。
・環境リスク評価のスペシャリストである、Dr.JaneMuncke
（ジエーン・ムンク博士）
による
「やはりガラスびんが一番」
と題したセミナーを開催。
・朝日小学生新聞に
「ガラスびん工場親子見学会」
の取材記
事を全面に掲載。
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2008年度
最優秀賞

第1話
トップ画像

・
「ガラスびんデザインアワード」
をリニューアルし、呼称を
「ガラスびんアワード」
に変更、ガラスびんを
「環境」･「 機
能」
「
･ デザイン」
などの観点より総合的に評価する方式に
変更。
９月・
「暮らしの包装商品展2009」
に出展。
11月・ 通 販 サ イト「 4 7 C L U B 」とタイアップした ネットアン
テ ナショップに
「ガラスびん特集」
を展開、新たな需要の創
出を試行。

2007年
（平成19年）
3月〜2011年
（平成23年）
12月
●2010年 平成22年
２月・ 事 務 所を新 宿 区 百 人 町 の日本ガラス工 業センターに
移転。
・ 平成21年度社会環境整備・産業競争規格開発事業を受
託、JlS原案
「容量表示付きガラス製びん
（壜）
」
を提出。
３月・ 第６回
「ガラスびんアワード2009」
授賞式を審査委員長に
リリー・フランキー氏、審査委員に小黒一三氏を迎えて開
催。最優秀賞はネスレ日本株式会社の
「ネスカフェ エクセ
ラ チャージ220g ハッピーキャニスターセット」
が受賞。
日本ガラスびん協会特別賞にキリンビール株式会社の
「キリンフリー」
、サントリー酒類株式会社の
「サントリーウ
イキー角瓶450ml」
が受賞。

ガラスびんアワード
2009ポスター

2009年度
最優秀賞

（東京本社版）
に広告掲載
（
「ガラスびんアワード
・ 朝日新聞
2009」
受賞製品と審査委員長のコメントを紹介）
。
（WG）
にて検討していたガラス製容
・ 協会内のCFP委員会
器
（中間財）
のカーボン・フット・プリントに関するPCR
（商品
種別算定基準）
の認証を受ける。
４月・ 協会の事務局規程他、諸規程を改訂及び制定。
５月・ガラスびんの品質規格を改訂。
６月・ 正会員・準会員協同で
「パレット並びにバルク包装諸資材
返却のお願い」
リーフレットをお得意先に送付。
７月・ 連続ドラマ仕立ての「おびん」のテレビコマーシャルを放
送
（テレビ朝日系列、毎週月〜金放送
「上沼恵美子のおしゃ
べりクッキング」
を提供)。
「47CLUB」
とタイアップしたネットアンテナ
・ 通販サイト
ショップに
「地サイダー」
特集を
（社）
全国清涼飲料工業会
とコラボレーションし展開。
（誌）
の記者を対象
・ 2010年度の事業方針説明会を業界紙
にガラスびん促進協議会と共催。
11月・ 通販サイト
「47CLUB」
とタイアップしたネットアンテナ
ショップに
「日本酒」特集を日本酒造組合中央会とコラボ
レーションにより展開。
12月・ 正会員・準会員各社が共通して使用できる工場見学用パ
ンフレット
「ガラスびんミニガイド」
を労務委員会・広報委員
会が協力して制作し配布。

ロナミンCドリンク」
、生活クラブ事業連合生活協同組合連
合会の
「グリーンシステム」
が受賞。
・ 物流パレット協同回収説明会を会員各社の物流担当者を
対象に開催、パレットの効率回収とコスト削減を目標に
推進。
３月・ 第７回
「ガラスびんアワード2010」
授賞式は東日本大震災
の状況を鑑み中止。
なお、ガラスびんアワードの開催費用の一部を、日本赤十
字社を通じて、東日本大震災の義援金として寄付。
クリーン・ジャパン・センターの調査研究事業
「リサイ
・（財）
クルによる低炭素化社会形成の促進に関する調査研究」
に協力し、
ガラス製容器のCFP
（カーボン・フット・プリント）
値を公表。
５月・丸橋吉次氏が会長、大西貞明氏が副会長に就任。
・びん口規格を改訂。
・ 協会の規程の中に文書規程を制定。
・ 原案提出した「容量表示付きガラス製びん（壜）」がJlS
S 2350として公示。
７月・ 新たなテレビコマーシャルを制作し放送。今回のコマー
シャルは大和田伸也さんと竹本聡子さんがコミカルに歌
い踊るユニークな内容で
「ピアノ篇」
、
「ダンス篇」
の２篇を
制作。

タイトル画像
ダンス編

タイトル画像
ピアノ編

・ 放射性物資に関する自主測定運用マニュアルを制定し、
会員各社において運用を開始。
・ 2011年度の事業方針説明会を業界紙(誌)の記者を対象
にガラスびん促進協議会と共催。
「47CLUB」
とタイアップしたネットアンテナ
・ 通販サイト
ショップに
「地サイダー」
特集を
（社）
全国清涼飲料工業会
とコラボレーションにより展開。
９月・ 会員各社の営業担当を対象とした、物流パレット協同回収
説明会を東京・大阪で開催。今後、業界を挙げて物流パ
レットの回収を推進。
11月・ 通販サイト
「47CLUB」
とタイアップしたネットアンテナ
ショップに
「ガラスびん地ビール」
特集を全国地ビール醸
造者協議会とコラボレーションにより展開。
12月・協会創立60周年記念ロゴマーク２種を制定。

●2011年 平成23年
２月・ 第７回
「ガラスびんアワード2010」
最終審査会を審査委員
長にリリー・フランキー氏、審査委員に根本美緒氏を迎え
て開催。最優秀賞に日本コカ・コーラ株式会社の「コカ・
コーラゼロ242mlリターナブルボトル」
が受賞。

ガラスびんアワード
2010ポスター

2010年度
最優秀賞

日本ガラスびん協会特別賞に株式会社桃屋の
「桃屋の辛
そうで辛くない少し辛いラー油」
、大塚化学株式会社の
「オ
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■2012年〜2022年
●２０１２年 平成２４年
２月・ 第８回
「ガラスびんアワード２０１１」
最終審査会を審査委員
長にリリー・フランキー氏、審査委員に根本美緒氏を迎え
て 開 催 。最 優 秀 賞 に 宝 酒 造 株 式 会 社 の『 宝 焼 酎
「 J A P A N 」、宝 焼 酎「 J A P A N < 純 金 箔 入 > 」、宝 焼 酎
「JAPAN<DELUXE>」』が受賞。

ガラスびんアワード
2011ポスター

2011年度
最優秀賞

日本ガラスびん協会特別賞に大関株式会社の
「ワンカップ
大関」
、磯じまん株式会社の
「磯じまん・大瓶 小瓶」
が受賞。
３月・ 通販サイト
「４７ＣＬＵＢ」
とタイアップした、ネットアンテナ
ショップに
「東北の日本酒特集」
を日本酒造組合中央会と
コラボレーションにより展開。売上金の一部を東北復興支
援金として寄付。
・第８回
「ガラスびんアワード２０１１授賞式並びに協会創立
６０周年合同祝賀会」
を開催。
・協 会 創 立６０周 年を記 念して、記 念 誌 並びに記 念 品を
配布。
・
「大震災の教訓を生かす」
と題して、過去の震災の教訓や
対応策など貴重な体験を基にしたセミナーを開催。
５月・日本ガラスびん協会創立６０周年を迎える。
７月・ 通販サイト
「４７ＣＬＵＢ」
とタイアップした、ネットアンテナ
ショップに
「ガラスびん地サイダー特集」
を
（一社）
全国清
涼飲料工業会とコラボレーションにより展開。
・
「ビンのビジンなところを知ってもらう」をテーマにした
『びんむすめプロジェクト』
を開始。
・２０１２年度の事業方針説明会を業界紙
（誌）
の記者を対象
にガラスびんリサイクル促進協議会と共催。
・清水泰行氏が会長に就任。
８月・びんむすめプロジェクト
「びんむすめ」
のポスターを、東京
メトロの主要駅及びゆりかもめ線の車両ジャックと各駅で
駅貼り広告を展開。
９月・ びんむすめポスターを写メで撮影するポスターラリー
イベントをお台場アクアシティにて展開。
１２月・ 通販サイト
「４７ＣＬＵＢ」
とタイアップした、ネットアンテナ
ショップに
「ニッポン全国ガラスびん国産ワイン特集」
を日
本ワイナリー協会とコラボレーションにより展開。
●２０１３年 平成２５年
２月・技術委員会による
「２０１３ 欧州省エネルギー事情視察団」
を派遣。
・第９回
「ガラスびんアワード２０１２」
の最終審査会を審査員
長にリリー・フランキー氏、審査委員に富永美樹氏を迎え
て開催。最優秀賞にニベア花王株式会社の
「ニベアフォー
メン リバイタライジング ローションQ10、ニベアフォーメ
ン リバイタライジング バームQ10」
が受賞。
日本ガラスびん協会特別賞に寺西化学工業株式会社の
「マジックインキ大型」、モロゾフ株式会社の「モロゾフカ
スタードプリン」
が受賞。
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ガラスびんアワード
2012ポスター

2012年度
最優秀賞

３月・ 第９回
「ガラスびんアワード２０１２」
の授賞式並びに合同懇
親会を開催。
・ 通販サイト
「４７ＣＬＵＢ」
とタイアップした、ネットアンテナ
ショップに
「ガラスびん地ビール特集」
を展開。
４月・「欧州省エネルギー事情視察団」
の視察報告会を開催。
５月・ 石塚久継氏が会長に、神﨑惠氏が副会長に就任。
・「びんむすめ」の標準文字及びロゴマークを商標登録。

７月・ びんむすめFacebookを開設。一般消費者にガラスびん
の存在を身近に感じてもらう取組みとして開始。
・コンプライアンスに基づく
「日本ガラスびん協会 運営ガイ
ドライン」
を制定。
・ びんむすめプロジェクト
「なつ びんむすめ」
を江ノ電・
ＪＲ山
手線の各駅にて、びんむすめポスター広告を展開。
・２０１３年度の事業方針説明会を業界紙
（誌）
の記者を対象
にガラスびんリサイクル促進協議会と共催。
１１月 ・Rびんの内規を改定。
１２月 ・びんむすめプロジェクト
「ふゆ びんむすめ」
を阪急 梅田駅
（大阪）
にて、びんむすめポスター広告を展開。

●２０１４年 平成２６年
１月・ 当協会が事務局となり策定した
「容量表示付きガラス製び
ん
（壜）
（JIS S 2350）
」
のJIS規格が改正され公示。
２月・メールマガジンの配信を再開。
・ 第１０回
「ガラスびんアワード２０１３」
の最終審査会を審査
委員長にリリー・フランキー氏、審査委員に富永美樹氏を
迎えて開催。最優秀賞に大塚食品株式会社の
「シンビーノ
ジャワティーストレート ホワイト３７５ml瓶、シンビーノ
ジャワティーストレート レッド３７５ml瓶」
が受賞。

ガラスびんアワード
2013ポスター

2013年度
最優秀賞

日本ガラスびん協会特別賞にホッピービバレッジ株式会
社の「ホッピー３６０ml」、キユーピー株式会社の「キユー

2012年
（平成24年）
2月〜2016年
（平成28年）
7月
ピー マヨネーズ
（瓶）
」
が受賞。
３月・ 第１０回
「ガラスびんアワード２０１３」
の授賞式並びに合同
懇親会を開催。
４月・ ガラスびんに関する消費者意識調査を実施し、調査報告
書をホームページに公開。
７月・ 業界紙
（誌）
の記者を対象に
「ガラスびん消費者意識調査
報告会」
を開催。
・２０１４年度の事業方針説明会を業界紙
（誌）
の記者を対象
にガラスびんリサイクル促進協議会と共催。
・東京都杉並区の人気銭湯と
「夏休み！
！ガラスびん×地サイ
ダー＆地ラムネ in 銭湯 ２０１４」
を開催。
８月・びんむすめプロジェクト３周年企画として、びんむすめとガ
ラスびんの超大型広告を地下鉄メトロ新宿駅コンコース
にて展開。

１０月 ・正・準会員各社の参加を募り欧州視察団を派遣。FEVEと
の情報交流やグラステック視察及び欧州ガラスびん工場
視察を実施。
11月・ガラスびんリサイクル促進協議会をガラスびん3R促進協
議会に改称。
●２０１５年 平成２７年
１月・ お得意先に物流用パレットの回収及びアンケート調査へ

の協力を要請。
２月・びんむすめプロジェクトの一環として、
２台の
「びんむすめ
トラック」
が誕生。安全走行を祈念する出発式を開催。

・
・
・第１１回
「ガラスびんアワード２０１４」
の最終審査会を審査

委員長にリリー・フランキー氏、審査委員に富永美樹氏を
迎えて開催。最優秀賞に月桂冠株式会社の
「ヌーベル月桂
冠 純米吟醸」
が受賞。

ガラスびんアワード
2014ポスター

当者を対象に開催
（東京）
。
６月・ 物流用パレット回収に関する説明会を加盟各社の営業担
当者を対象に開催
（大阪）
。
「容量表示付きガラス製び
・ 当協会が事務局となり策定した
ん
（壜）
（
」JIS S 2350）
のJIS規格が改正され公示。
７月・
「夏休み！
！ガラスびん×地サイダー＆地ラムネ in 銭湯
２０１５」
を東京の１３銭湯が参加して開催。
（誌）
の記者を対象
・２０１５年度の事業方針説明会を業界紙
にガラスびん３Ｒ促進協議会と共催。
９月・第２回びんむすめトラック出発式を開催。びんむすめトラッ
クは計４台に。
「ガラスびん製造の基礎 溶解コース」
・ 第１回技術伝承講座
を開催。
●２０１６年 平成２８年
１月・ びんむすめプロジェクトの一環として、びんむすめとガラ
スびんの大型広告を地下鉄メトロ新宿駅コンコースにて
展開。
２月・ 第１２回
「ガラスびんアワード２０１５」
の最終審査会を審査
委員長にリリー・フランキー氏、審査委員に富永美樹氏を
迎えて開催。最優秀賞に玉の肌石鹸株式会社の「フラ
ワー・パフュームドハンド ウオッシュ ローズ/ジャスミン/ミ
モザ」
が受賞。

ガラスびんアワード
2015ポスター

2015年度
最優秀賞

日本ガラスびん協会特別賞に養命酒酒造株式会社の
「薬
用養命酒」
、宝酒造株式会社の
「松竹梅 白壁蔵
「澪」
スパー
クリング清酒」
が受賞。
３月・ 第１２回
「ガラスびんアワード２０１５」
の授賞式並びに合同
懇親会を開催。
・ 再 生 原 料 利 用 率（カレット利 用 率 ）の 新たな 目 標 数 値
（75%）
が決定し省令施行。
４月・第２回技術伝承講座「溶解基礎講座 フォローアップコー
ス」
を開催。
５月・・
第３回びんむすめトラック出発式を開催。びんむすめトラッ
クは計６台に。

2014年度
最優秀賞

日本ガラスびん協会特別賞にサントリースピリッツ株式会
社・サントリービジネスエキスパート株式会社の
「澄みわた
る梅酒」
、ニッカウヰスキー株式会社の
「スーパーニッカ」
が受賞。
３月・ 第１１回
「ガラスびんアワード２０１４」
の授賞式並びに合同
懇親会を開催。
５月・山村幸治氏が会長に、堤健氏が副会長に就任。
・物流用パレット回収に関する説明会を加盟各社の営業担

７月・
「夏休み！
！ガラスびん×地サイダー＆地ラムネ in 銭湯
２０１６」
を東京、大阪の４０銭湯が参加して開催。
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７月・ 日本ガラスびん協会「ガラスびん品質規格」の改訂版を
配布。
・２０１６年度の事業方針説明会を業界紙
（誌）
の記者を対象
にガラスびん３Ｒ促進協議会と共催。
９月・ 正・準会員各社の参加を募り欧州に視察団を派遣。第２回
世界ガラスびん業界団体会議に参加、グラステック及び欧
州ガラスびん工場視察を実施。
１０月・第３回技術伝承講座
「ガラスびん成形基礎講座」
を開催。
１１月・びんむすめプロジェクトの５周年企画として、
ガラスびんに
触れ、ガラスびんを知ってもらう
「びんむすめギャラリー
with Glass Bottle Cafe」
を表参道で開催。

１１月・ガラスびんマルシェを開催。売上金は震災復興の義援金と
して、日本赤十字社に寄付。
１２月・ 日本ワイナリー協会の協力を得て、
「ガラスびん日本ワイ
ンの夕べ」
を表参道で開催。
●２０１７年 平成２９年
１月・ 英国の世界的なガラス業界専門誌
「Glass World Wide」
のパートナーになる。
２月・ 第１３回
「ガラスびんアワード２０１６」
の最終審査会を審査
委員長にリリー・フランキー氏、審査委員に富永美樹氏を
迎 え て 開 催 。最 優 秀 賞 に チョー ヤ 梅 酒 株 式 会 社 の
「CHOYA PREMIUM GOLDEN BLANCE 原酒」が
受賞。
日本ガラスびん協会特別賞に霧島酒造株式会社の
「黒霧
島・白霧島・赤霧島
（900ml）
」
、富士ミネラルウォーター株
式会社の
「富士ミネラルウォーター 780ml リターナブル
大びん」
が受賞。

ガラスびんアワード
2016ポスター

2016年度
最優秀賞

・ 第１回物流担当者研修会を開催。
３月・ 第１３回
「ガラスびんアワード２０１６」
の授賞式並びに合同
懇親会を開催。
５月・ 齋藤信雄氏が会長に、大西貞明氏が副会長に就任。
７月・ 会員各社の担当者が情報共有する
「物流用パレット協同回
収メーリングサービス」
を開始。
・「夏休み！
！ガラスびん×地サイダー＆地ラムネ in 銭湯
２０１７」
を４エリア・６３銭湯が参加して開催。
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・２０１７年度の事業方針説明会を業界紙
（誌）
の記者を対象
にガラスびん３Ｒ促進協議会と共催。
１０月 ・物流用パレットの協同回収強化策として、ホームペー
ジに「物流パレット返却依頼窓口」を設置運用開
始。
・びんむすめプロジェクトが６年目を迎え、ロゴマークと
Webサイトをリニューアル。

・
「びんむすめギャラリーカフェ」
を表参道のカフェにて開催。
・日本全国クラフトビールを集めた
「ガラスびん×クラフト
ビール ナイトラウンジ＠表参道 hanami」
を開催。
・第４回技術伝承講座
「成形基礎講座フォローアップコース」
を開催。
１１月 ・当協会が事務局となり策定した
「容量表示付きガラス製び
ん
（壜）
（
」JIS S 2350）
のJIS規格が改正され公示。
●２０１８年 平成３０年
２月・ 川崎市にて行われた輸入ガラスびんの実態調査に参加し
協力。
・第１４回
「ガラスびんアワード２０１７」
の最終審査会を審査
委員長にリリー・フランキー氏、審査委員に富永美樹氏を
迎えて開催。最優秀賞に朝日酒造株式会社の
「久保田 雪
峰」
が受賞。

ガラスびんアワード
2017ポスター

2017年度
最優秀賞

日本ガラスびん協会特別賞にポッカサッポロフード＆ビバ
レッジ株式会社の
「ポッカレモン100」
、株式会社大島椿本
舗の
「大島椿」
が受賞。
・第２回物流担当者研修会を開催。
３月・ 第１４回
「ガラスびんアワード２０１７」
の授賞式並びに合同
懇親会を開催。
７月・
「夏休み！
！ガラスびん×地サイダー＆地ラムネ in 銭湯
２０１８」
を８エリア・８８銭湯が参加して開催。

・
「びんむすめ POP UP LOUNGE in Summer」
を原宿の
店舗にて開催。
・全国各地のクラフトジン、
リキュール、
ウイスキーを取り揃
えて
「GLASS BOTTLE WEEKEND BAR＠原宿」
を開催。
・２０１８年度の事業方針説明会を業界紙
（誌）
の記者を対象
にガラスびん３Ｒ促進協議会と共催。
１０月 ・
「びんむすめ POP UP LOUNGE in Autumn」
を表参道
の店舗にて開催。

2016年
（平成28年）
7月〜2020年
（令和2年）
10月
・日本全国よりクラフトビールを集めた
「ガラスびん×クラ
フトビール ナイトラウンジ 表参道 VOL.２」
を開催。
・フードロス食材をガラスびんに詰めて商品化するブランド
「TOKYO BINZUME CLUB」
が誕生。
・正・準会員各社の参加を募り欧州に視察団を派遣。第３回
世界ガラスびん業界団体会議に参加、グラステック及び欧
州ガラスびん工場視察を実施。
１２月 ・
「びんむすめ POP UP LOUNGE in Winter」
を新宿にて
開催。
・新宿中村屋で日本ワインを楽しむ
「ガラスびん×日本ワイ
ンを楽しむJapanese Wine Night＠新宿」
を開催。
●２０１９年 平成31年 令和元年
２月・ 第５回技術伝承講座
「第２回ガラスびん溶解基礎講座」
を
開催。
・・
第１５回
「ガラスびんアワード２０１８」
の最終審査会を審査
委員長にリリー・フランキー氏、審査委員に富永美樹氏を
迎えて開催。最優秀賞に日本コカ・コーラ株式会社の
「い・
ろ・は・す グラススパークリングウォーター」
が受賞。

ガラスびんアワード
2018ポスター

2018年度
最優秀賞

日本ガラスびん協会特別賞にサントリースピリッツ株式会
社の「こだわり酒場のレモンサワーの素」、株式会社明治
屋の
「マイシロップ」
が受賞。
・第３回物流担当者研修会を開催。
３月・ 第１５回
「ガラスびんアワード２０１８」
の授賞式並びに合同
懇親会を開催。
４月・
「２０１８年度日本ガラスびん協会欧州視察」
報告会を開催。
５月・石塚久継氏が会長に、長谷川雅之氏が副会長に就任。
６月・「ガラスびんテージハウス with びんむすめギャラリーラ
ウンジ」
を渋谷の古民家にて開催。

・
・
７月・
「夏休み！
！ガラスびん×地サイダー＆地ラムネ in 銭湯
２０１９」
を１０エリア・１６１銭湯が参加して開催。

・２０１９年度の事業方針説明会を業界紙
（誌）
の記者を対象
にガラスびん３Ｒ促進協議会と共催。
８月・ガラスびんマーケットフェア
「Life With Bottles」
を青山
ファーマーズマーケットにて開催。

９月・ 第６回技術伝承講座
「ガラスびん溶解中級講座」
を開催。
・ ガラスびんアワードの新ロゴマークをガラスびん業界関
係者より公募にて決定。

１０月・国産クラフトビールを集めたガラスびん
「OKTOBER S
ENTO FEST ２０１９」
を東京と大阪の有志銭湯が参加して
開催。
１２月・
「びんむすめ Gallery Lounge＠新宿中村屋 Granna」
を
開催。
●２０２０年 令和２年
１月・ 新宿中村屋とのコラボレーション商品の発売を開始。
・ 英国のGlass World Wide誌より日本特集の取材を受
ける。
２月・ 第１６回
「ガラスびんアワード２０２０」
の最終審査会を審査
委員長にリリー・フランキー氏、審査委員に富永美樹氏を
迎えて開催。最優秀賞に養命酒製造株式会社の
「香の森」
が受賞。今回よりガラスびんアワードの西暦年号表示を最
終審査会開催年号に変更。

ガラスびんアワード
2020ポスター

2020年度
最優秀賞

日本ガラスびん協会特別賞に三和酒類株式会社の
「いい
ちこシリーズ
（全１１点）
」
、株式会社Mizkanの
「味ぽん」
が
受賞。
・ 第４回物流担当者研修会を開催。
３月・ 第１６回
「ガラスびんアワード２０２０」
の授賞式は新型コロ
ナウイルス感染拡大の影響により中止。
８月・「びん詰め中村屋 Supported by binkyo」
を新宿中村屋
Bonnaと共同で食のセレクトブランドを立ち上げ、第１弾
として新宿びんスイーツシリーズを発売。
・「ガラスびん 地サイダー＆地ラムネ 銭湯エールプロジェ
クト」
を１０エリア・９１銭湯が参加して開催。売上金の一部
を義援金として、寄付する取組みとして展開。

９月・「びん詰め中村屋 Supported by binkyo」
オンライン
ショップオープン。
１０月・当協会が事務局となり策定した
「容量表示付きガラス製び
ん
（壜）
（
」JIS S 2350）
のJIS規格が改正され公示。
を新宿中村屋
・「びん詰め中村屋 Supported by binkyo」
Bonna内に期間限定でオープン。
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2020年（令和2年）10月〜2022年（令和4年）5月

10月・ガラスびんの魅力と価値を伝える連載漫画
「びぃどろ・コン
チェルト」
を人気漫画作家のどーるる氏の執筆により連載
開始。

・びぃどろ・コンチェルト 第一話『きらきら、きれい』をホー
ムページに掲載。
１１月 ・びぃどろ・コンチェルト 第二話『こわれるもの』をホーム
ページに掲載。
１２月 ・びぃどろ・コンチェルト 第三話『つくるひと』をホームペー
ジに掲載。
「ガラスびん 地サイダー＆地ラムネ 銭湯エールプロジェ
・
クト」
の義援金を日本赤十字社に寄付。
●２０２１年 令和３年
１月・びぃどろ・コンチェルト 第四話『びんのかたち』をホーム
ページに掲載。
３月 ・第１７回「ガラスびんアワード２０２１」の最終審査会を審
査委員長にリリー・フランキー氏、審査委員に富永美樹氏
を迎えて開催。最優秀賞に三菱食品株式会社の「蔵ベる
シリーズ」
が受賞。

ガラスびんアワード
2021ポスター

2021年度
最優秀賞

日本ガラスびん協会特別賞にキッコーマン食品の「キッ
コーマン 特選 丸大豆しょうゆ 卓上」
、株式会社パイロット
コーポレーションの
「インキ30ml」
が受賞。
・ガラスびんアワード授賞式が２年続けて開催できなかった
ことから、
『 変わりゆく時代の中 未来に向けてこれまでの
ガラスびんアワードを振り返る』
と題した審査委員インタ
ビューを行い、
ホームページに掲載。
・ガラスびんのＳＤＧｓへの貢献と取り組み内容をホーム
ページで宣言。
うまれかわる』
・びぃどろ・コンチェルト 第五話『つながる、
（前篇）
をホームページに掲載。
４月・ 再 生 原 料 利 用 率（カレット利 用 率 ）の 新たな目 標 数 値
（76%）
が決定し省令施行。
５月 ・山村幸治氏が会長に、堤健氏が副会長に就任。
うまれかわる』
・びぃどろ・コンチェルト 第六話『つながる、
（後篇）
をホームページに掲載。
６月・びん詰め中村屋にて
「ガラスびんでシュワシュワ市」
を開
催。オリジナル商品として「新宿ジンジャーエール」を
発売。
７月 ・
「夏休み！
！ガラスびん×地サイダー＆地ラムネ in 銭湯
２０２１」
を１０エリア・１０５銭湯が参加して開催。
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７月・ びぃどろ・コンチェルト 第七話『おいしいをとじこめて』を
ホームページに掲載。
９月・ 第７回技術伝承講座
「ガラスびん検査工程検査機講座」
を
オンラインにより開催。
１０月・ びぃどろ・コンチェルト 第八話『びんのＳＤＧｓ』
（ 前篇）
を
ホームページに掲載。
・ びん詰め中村屋、佐渡保存、日本ガラスびん協会が協力
し、
フードロス食材を活用したエシカル・ダイニングびん詰
めシリーズ商品５品を発売。
１１月・「ガラスびんＳＤＧｓ３０万人ローラー作戦」
のスタートとな
るワークショップを東京家政大学にて開催。
・ びぃどろ・コンチェルト 第九話『びんのＳＤＧｓ』
（ 後篇）
を
ホームページに掲載。
●２０２２年 令和４年
２月・ 第１８回
「ガラスびんアワード２０２２」
の最終審査会を審査
委員長にリリー・フランキー氏、審査委員に富永美樹氏を
迎えて開催。最優秀賞に大関株式会社の
「創家 大坂屋 純
米大吟醸７２０ｍｌ瓶詰」
が受賞。

ガラスびんアワード
2022ポスター

2022年度
最優秀賞

日本ガラスびん協会特別賞に大塚製薬株式会社の「ファ
イブミニ」、キリンビール株式会社の「ハートランドビー
ル」、公益財団法人塩事業センターの「食卓塩１００ｇ」が
受賞。
・ びぃどろ・コンチェルト 最終話『めぐり、
めぐって』
をホーム
ページに掲載。
３月・ 第１８回
「ガラスびんアワード２０２２」
の授賞式を開催。
４月・リター ナブ ルび ん の 新たな価 値を創 出する「So Blue
Action Project」
を開始。
５月・ 日本ガラスびん協会創立７０周年を迎える。
・ 協会創立７０周年記念誌、エシカルパッケージ
「ガラスびん
SDGs読本」
を発行。

〈国際ガラス年 2022〉

国連総会において、2022年を国際ガラス年とす
ることが採択されました。日本を始め世界各地で
記念の祝福イベントが開催
（予定）
されています。

日本ガラスびん協会 会員
日本ガラスびん協会 会員（2022年5月現在）
■ 正会員
（ 6 社）
石塚硝子株式会社

50音順

磯矢硝子工業株式会社

日本耐酸壜工業株式会社

東洋ガラス株式会社

大商硝子株式会社

日本精工硝子株式会社

日本山村硝子株式会社

■ 準会員
（ 7 社）

株式会社大久保製壜所

第一硝子株式会社

株式会社野崎硝子製作所

興亜硝子株式会社

柏洋硝子株式会社

株式会社山村製壜所

■ 賛助会員
（38社）

井原築炉工業株式会社 ＡＧＣセラミックス株式会社 エムハート・グラス・ジャパン株式会社
有限会社大原硝子リサイクル
三栄ガラス株式会社

株式会社カンヨー

三和フロスト工業株式会社

硝和ガラス株式会社

Daigasエナジー株式会社

株式会社トウチュウ 東洋ガラス機械株式会社
豊島硝子株式会社

株式会社グリーンパッケージ

JWガラスリサイクル株式会社

佐藤精機株式会社

清水工業株式会社

株式会社タカハシ 株式会社テクノ月星

東洋カレット株式会社

中村ガラス株式会社 日硝珪砂有限会社

東横炉材株式会社

東京ガス株式会社

株式会社トクヤマ

株式会社ニッシンエンジニアリング

日本機械金型株式会社

早川商事株式会社

有限会社フォスベル・アジア・リミテッド 藤井鑛業株式会社

三菱商事建材株式会社

矢橋工業株式会社

株式会社山一商会

株式会社フジシール

扶桑精工株式会社

丸硝株式会社

創立 70 周年準備 WG

丸仙礦業株式会社

株式会社丸山工業所

株式会社吉田製作所

（敬称略・順不同）

委員長
山村 幸治（会長（日本山村硝子株式会社）
）
副委員長 小林 史吉（運営委員長（日本山村硝子株式会社）
）
主査
高橋 啓市（業務推進委員長（日本山村硝子株式会社）
）
委員
山下 登 （業務推進委員（石塚硝子株式会社）
）
委員
田中 毅彦（技術委員長（日本山村硝子株式会社）
）
委員
安藤 通浩（技術委員（日本山村硝子株式会社）
）

委員
委員
委員
委員
委員
委員

湯澤 一人（広報委員長（日本山村硝子株式会社）
）
宇佐美佑奈（広報委員（石塚硝子株式会社）
）
井上 卓 （労務委員長（第一硝子株式会社）
）
金原 正晃（労務委員（日本山村硝子株式会社）
）
辻
良太（SDGs 推進 WG 委員長（日本山村硝子株式会社）
）
大越壯一郎（SDGs 推進 WG 委員（東洋ガラス株式会社）
）

記念誌編集メンバー

◆業務推進委員会
岸原 一也（磯矢硝子工業株式会社）
中田 昌克（第一硝子株式会社）
古谷 元 （東洋ガラス株式会社）
平野 公一（日本耐酸壜工業株式会社）
◆技術委員会
小川 哲司（石塚硝子株式会社）
坂田 賢一（磯矢硝子工業株式会社）
徳丸 和彦（第一硝子株式会社）
原田 崇 （東洋ガラス株式会社）
水野 直樹（日本耐酸壜工業株式会社）
岩本 正憲（日本ガラスびん協会）

◆広報委員会
浦城 康友（磯矢硝子工業株式会社）
須藤 慎二（第一硝子株式会社）
岡田 啓 （東洋ガラス株式会社）
猪村 有美（日本耐酸壜工業株式会社）
早川千亜希（日本山村硝子株式会社）
中川 敬介（ガラスびんフォーラム）
◆労務委員会
清水 誠 （石塚硝子株式会社）
中尾 高明（磯矢硝子工業株式会社）
中山 湧斗（第一硝子株式会社）
伊藤 康貴（東洋ガラス株式会社）
日比野幸彦（日本耐酸壜工業株式会社）
山本 英明（日本山村硝子株式会社）

◆SDGs 推進 WG
山内 毅 （石塚硝子株式会社）
能村 健久（第一硝子株式会社）
植田 光夫（日本山村硝子株式会社）
◆関係者
田中 希幸（ガラスびん 3R 促進協議会）
大澤 允之（BOOSTAR INC）
◆事務局
吉永 茂樹（日本ガラスびん協会）
山田 重紀（日本ガラスびん協会）
飯利 洋子（日本ガラスびん協会）

エシカルパッケージ
「ガラスびんＳＤＧｓ読本」編集後記
ＳＤＧｓのゴールとなる17の目標に対し、
ガラスびん業界とし
て、
どのような形で社会に貢献できるかを、10名のメンバー
からなるガラスびんＳＤＧｓ検討ＷＧを設置し、2020年4月よ
り検討を開始しました。ガラスびんの持つ
「素材特性」
や
「環
境優位性」
はＳＤＧｓとの親和性を感じながらも、いざ具体的
な内容や項目をそれぞれの目標に落し込む作業は予想を超
え、ディスカッションにより抽出された様々な取組みや項目
は、ジグソーパズルの膨大なピースのようで、その取りまと
めに苦難の日々が続いたことが思い出されます。そのガラス

ガラスびんSDGs読本
〒169-0073

びんのＳＤＧｓの考え方は、その後、協会ホームページで宣言され、具
体的な取組みを開始しています。
今回編集した、エシカルパッケージ
「ガラスびんＳＤＧｓ読本」
は、
ガラス
びん業界として、 ガラスびんが持続可能な社会の実現に向け、貢献
する ことへの多くのメッセージが込められています。
ご活用いただければ本誌の編集に携わったひとりとして、
この上ない
喜びです。
日本ガラスびん協会 専務理事 吉永

茂樹

2022年
（令和4年）
5月8日発行

東京都新宿区百人町3-21-16 日本ガラス工業センター3階

http://www.glassbottle.org

TEL：03-6279-2390

FAX03-5389-5868

発行：日本ガラスびん協会
監修：創立 70 周年準備 WG* : 技術委員会・業務推進委員会・広報委員会・労務委員会・SDGs 推進 WG*
協力：ガラスびん 3R 促進協議会
構成：石塚 幹彦（ライター） 表紙・Prologue デザイン：鵜澤 大典（石塚硝子株式会社） 宇佐美佑奈（石塚硝子株式会社）
※WG* …ワーキンググループの略
印刷：株式会社東京イデアフォース

日本ガラスびん協会は国連が提唱する
「SDGs
（持続可能な開発目標）
」
に賛同し、
ガラスびんを通じて持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

