
- 19 - 

（７）取り組みについての自己評価

・ガラスびん業界としては、１９９０年の最大生産量以降、右肩下がりで生産量が減少し続ける

という厳しい経営環境下ではあるが、地球温暖化防止という大きな目的に向かって、多額の設備

投資を伴う取り組みを実施してきたと判断している。その結果、業界努力分のＣＯ２排出量も着

実に減少してきている。

・特に、省エネ対策、歩留まり向上、およびガラス製品の厳しい品質アップの要請への対応と合

わせて、設備投資を必要に応じて実施してきた（表－３参照）。

・この省エネをふくめた、業界の努力分の中の、大きな取り組みとしては、

ａ．カレット使用比率のアップ。そのためのカレット処理設備の機能向上。

・カレット中の異物除去機、色選別機の開発、導入。

ｂ．エネルギー構成の変更（ＬＰＧ・重油→天然ｶﾞｽ化、買電→ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈ）

・特にガラス炉の燃料の重油から天然ガスへの切替が、最近のＣＯ２排出量の大幅減に寄与

している。業界として、ガスパイプラインでのＬＮＧの使用が可能な加盟各社は、ほぼ燃

料転換が終了している。

・また、ガス・Ａ重油などを燃料とする自家発電設備についても、燃料価格の

急騰により、買電への復帰の動きもあった。

ｃ．生産設備（工場、ガラス炉）の停止、集約、更新（性能アップ）

・大型成形機の導入による、生産設備の集約。

・生産設備の集約。 ガラス炉 ２炉→１炉。

工場２工場→１工場、あるいは工場閉鎖など。

ｄ．ガラス炉改修時の保温強化、排熱回収設備（蓄熱室等）の性能アップ。

ｅ．燃料使用設備の燃焼管理、制御精度の向上。

ｆ．大型電動機のインバータ取付（ファンなど）、集約（コンプレッサー等）。

ｇ．ガラスびんの軽量化への取り組みなどがあげられる。

尚、前述の生産量の減少量のなかには、ガラスびんの軽量化による部分も含まれていると考え

られる。１９９０年の平均びん重量（２２１.９g/本）を用い、２０１１年の生産本数から２０１

１年の生産量を計算すると約１５２．５万トンとなる。２０１１の生産量実績の１２３．０万ト

ンとの差の約２９．５万トンは軽量化分に相当する。１９９０年比の生産量の減少分１１９．５

万トンの内、軽量化分がおよそ約２４．６％含まれていることになる。

（８）国際比較

ガラスびん製造に関し、適切な指標が無いため比較はできない。

Ⅲ、民生・運輸部門からの取り組みの拡大 等

＜民生・運輸部門への貢献＞

（１）業務部門（本社等オフィスビル）における取り組み

①業務部門（本社等オフィス）における削減目標と目標進捗状況

【目標内容】

・業界としての統一目標はない。

・加盟各社とも、目標は無いが、ＩＳＯ１４００１など環境対策の取り組みの一貫として実施中

である。 ※加盟６社ともＩＳＯ１４０００取得。

・事務所が工場の一部にあるという事情もあり、定量的な把握がしづらい企業もあるが、業界各

社とも実績の把握に努め、業界統一の目標設定が可能かどうか、さらに 検討を進めていく。
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【目標進捗】

・オフィスからのＣＯ２排出量を資料－３にて集計したものを表－１１に示す。

表－１１ オフィス等のＣＯ２排出実績 業界加盟６社集計

2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度

床面積（万ｍ２） 2.091 2.091 2.091 2.091 2.225 2.225

エネルギー消費量

（ＭＪ／年）
35,303,985 35,266,811 35,009,174 34,958,739 37,336,489 36,898,610

ＣＯ２排出量

（万ﾄﾝ-CO2／年)
0.1236 0.1228 0.1132 0.1114 0.1176 0.1429

エネルギー原単位

（ＭＪ／m2／年）
1,688 1,687 1,674 1,672 1,678 1,658

ＣＯ２排出原単位

（ｔ-CO2／m2／年)
0.0591 0.0587 0.0541 0.0533 0.0529 0.0642

②業務部門（本社等オフィス）における対策と公課

・加盟６社の、実施してきた対策項目と、その効果を表－１２に示す。

表－１２ 業務部門（本社等オフィス）における主な対策実施状況

対策項目

削減効果（t-CO2／年）

累積分
今年度実

施分

今後予

定分

照明

設備

等

昼休み時などに消灯を徹底 5.5 0.04

退社時にはパソコンの電源OFFを徹底 2.9 0

照明をインバータ式に交換 5.3 0

高効率照明に交換 20.6 0.72

トイレ等の照明に人感センサーを導入 0.5 0.01

照明の間引き 70.0 0.18

空調

設備

冷房温度を28度に設定 15.4 0 未定

暖房温度を20度に設定 10.9 0

冷暖房開始から一定時間、空調による外

気取り入れを停止
1.6

0

空調による外気取り入れを必要最小限 0 0.36

氷蓄熱式空調システムの導入 1.5 0

エネ

ルギ

ー

業務用高効率給湯器の導入 0 0

太陽光発電設備の導入 19.1 19.1

風力発電設備の導入 0 0

建物

関係

窓ガラスへの遮熱フィルムの貼付 0.6 0

エレベータ使用台数の削減 0 0

自動販売機の夜間運転の停止 2.2 0

合計 156.1 20.05 0

・これ以外にも、グリーン購買により、「環境配慮物品等」の使用を進め、企業活動における

環境負荷の低減に取り組み、事務用品の「エコ比率」が９７％を超えるレベルに達している企

業もある。



- 21 - 

（２）運輸部門における取り組み

①運輸部門における目標設定に関する考え方

【目標内容】

・業界としての統一目標はない。

・加盟各社のなかで、輸送トンｋｍが３０００万トン・ｋｍをこえる企業においては、『エネ

ルギーの使用の合理化に関する法律』の目標値を設定し、個々に取り組みを行っている。

・目標の一例として、

ａ．輸送にかかる２０１１年度（２００８～２０１２年平均）のＣＯ２排出量を２００２年度

比１０％削減する。

ｂ．また、２０１１年度の目標として、輸送エネルギー原単位（注）を２００６年度対比で、

４％削減する。（原単位の単位：エネルギー使用量（原油換算ｋｌ）／売上高（百万

円））として、取り組んでいる企業もある。

②運輸部門におけるエネルギー消費量、ＣＯ２排出量等の実績

・業界として、実績等を取りまとめていないため、集計実績値は無い。

・２００６年～２００７年は加盟1社、２００８年は加盟2社、２００９年～２０１１年は加

盟３社のデータを参考に、表－１３に示す。

表－１３ 運輸部門のエネルギー消費量、ＣＯ２排出量

2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度

輸送量（①）

（万ﾄﾝ･km）
17,568 16,905 25,327 29,169 30,880 28,641

エネルギー消費量（②）

（ＧJ ）
323,786 318,116 463,260 509,289 500,632 517,030

ＣＯ2排出量（③）

（万t-CO2）
2.22 2.18 3.17 3.48 3.03 3.54

エネルギー原単位（②／①）

（MJ/ﾄﾝ･km）
1.84 1.88 1.83 1.75 1.62 1.81

ＣＯ2排出原単位（③／①）

（kg-CO2/ﾄﾝ・km）
0.13 0.13 0.13 0.12 0.098 0.12

③運輸部門における対策

・トラック輸送からフェリー、鉄道による輸送への切替（モーダルシフト）。

・軽量パレットの使用。

・輸送ルートの見直し集約。（陸上輸送から海上輸送へ）

・びんの軽量化により積載重量の軽減。

・包装形態のバルク化によるトラック積載効率アップ。

・デポ倉庫の設置、再配置による物流の最適化。

などの取り組みを継続しておこなっているが、業界としての定量的な把握は行っていない。

（３）民生部門への貢献

①環境家計簿の利用拡大

・業界として、環境家計簿の取り組みはしていないが、加盟企業における環境活動の一環として、

社員への教育等を通じ紹介している例もある。利用実績等については把握されていない。
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②製品・サービス等を通じた貢献

・ガラスびんの機能性を向上させ、省エネ、環境改善につながる製品の提供に取り組んでいる。

・特に、以下のようにガラスびんを通じての社会、環境への貢献を行っている。

ａ．ガラスびんの軽量化、薄肉化への積極的な取り組み。

循環型社会を築く上で、必要とされるのは“３Ｒ”。その中でも最優先すべきはリデュー

ス(発生抑制）であり、ガラスびんの軽量化の推進が欠かせない要件となる。軽くなること

により、省資源、省エネルギーを実現し、ＣＯ２排出量の抑制にもつながる。このガラスび

んの軽量化のなかでも、極限まで重量を軽くした「超軽量びん」は最先端の技術で使い勝手

も格段に改善されているが、特に環境にやさしい製品ということで、日本環境協会から、ガ

ラスびんとして、「エコマーク」の認定を得た、製品群もある。

ｂ．リターナブルびん（Ｒマークびん：リユース：再使用）への取り組み。

日本ガラスびん協会では、規格統一リターナブルびん（Ｒびん）を認定し、リターナブル

びんとして使用していただけるように、Ｒびんのデザイン図を公開している。

・日本ガラスびん協会ではＬＣＡ手法を用い、リターナブルびんのＣＯ２排出量削減効果の

試算をおこない、業界の統一ＬＣＡデータとして共有し、リターナブルのＰＲ活動に取組ん

でいる。

平成２０年にリターナブルびんのＣＯ２排出量を試算した結果を表－１４に示す。

（試料はＨ１８年飲料用ガラスびんの加重平均値）

尚、業界の統一ＬＣＡデータは５年毎の更新を予定している。

表－１４ ガラスびん１本当たりのＣＯ２排出量

このように、リターナブル使用はＣＯ２排出量の抑制に直接作用するので今後、３Ｒのひ

とつである、リユース対策の中では、有効な手法であろう。また、リターナブル使用はガラ

スびんだけが持つ大きな特性と云える。

ｃ. 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」、無色・茶

色以外のその他色のカレット（混色カレット）を９０％以上使用し製品化したものを特に

「スーパーエコロジーボトル」と名付け、カレット使用量の増加につなげるため、ボトラー、

ユーザーへの利用促進を継続している。

ｄ．その他の取組み

①ユニバーサルデザインへの取り組み。

・「全ての人に使いやすく」を目指し、安全で使いやすい、ユーザーフレンドリーな取扱いの

しやすい形状、軽量のガラスびんを提供している。

・このような軽量化技術を一般の飲料用大型びんの開発にも応用している。さらに、ガラスび

ん外表面に点字を施し、触覚により中味の判別あるいは、ガラスびんの色が判断できるように

した製品も開発されている。

②容易に剥がれるプレタックラベルの開発、提供。

・従来の焼付け印刷（ＡＣＬ）に比較し、装飾性が高く、リサイクルに適した剥がしやすいラ

ベルの提供。

・これは、超軽量びんと組み合わせることにより、すり傷防止などの効果が得られ、超軽量び

んのリターナブル化にも寄与している。

使用回数
総CO2排出量

ｇ／本

左記の数字に内、空き

びん回収分 ｇ／本

回数使用による

ＣＯ２削減率 ％

１回 196.38 ０％

５回 61.25 11.09 ６９％

２０回 35.93 13.17 ８２％
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ＣＯ２排出試算結果（単位：ton/4,798,676千本）

質量 １９５ｇ １７５ｇ １４５ｇ

－ 約１０％減 約２６％減

推算Ｌ値 １．２ １．１ ０．９

原料製造 47,747 42,852 35,510

原料輸送 39,925 35,846 29,704

びん製造 699,743 627,955 520,272

新びん輸送 10,653 9,549 7,918

製品輸送 65,358 62,335 57,824

空きびん回収 － - -

廃棄・埋立 78,938 70,828 58,688

合計 942,364 849,366 709,916

注：Ｌ値推算には満容量として２５１ｍｌを使用した。

（４）ＬＣＡ的観点からの評価

ガラスびん軽量化試算の結果（平成２０年びん協にて）

運輸部門では、表にあるようにびんを約１０－２６％軽量化することで、約０．４－１万トン

（５－１３％）の削減効果がある。また民生部門でも同じ様に軽量化による削減効果はあると思わ

れるが、ガラスびんという中間素材でもあり定量的に把握されたデータはない。

＜リサイクルに関する事項＞

（５）リサイクルによるＣＯ2排出量増加状況

・リサイクルによるＣＯ2排出量の増減についての調査は行われていないが、ＬＣＡ手法を用い

て試算した結果、ガラスびんの再使用においては、使用回数の増加に伴い空きびん回収にともな

うＣＯ２排出量が増加することがわかった（表－１４参照）。

・ガラスびん製造におけるリサイクルカレットの使用比率はアップしているが生産量が減少して

いるため、市中からのリサイクルカレットの使用量は減少後横ばいであったが、平成２０年から

はやや持ち直している。

＜その他＞

（６）省エネ・ＣＯ２排出削減のための取り組み、ＰＲ活動

①日本ガラスびん協会の取り組み

・２０１１年も７月～９月の３ヶ月間、「ガラスびんのある、快適で豊かな生活。」をテーマ

にＴＶ－ＣＭの放映を行っている。

・カレット、省エネ、物流、技術に関する各委員会活動を定期的に開催し、ＣＯ２排出削減に

つながる活動を行っている。

・Ｗｅｂサイト（公式ホームページ）上に、ＣＯ２削減自主行動計画の内容を一般に公開して

いる。

・ガラスびんリサイクル促進協議会、中身メーカー（ボトラー）などと協力しながら３Ｒ（リ

デュース、リユース、リサイクル）を推進し、環境負荷の低減を図る取り組みを継続的に推進

している。

・「ガラスびんアワード」として、私たちの生活の様々なシーンで使用されるガラスびんにつ

いて、ガラスならではの独特のデザイン性に加え、優れた機能性や環境性を備えた商品を評価

し毎年表彰している。

・２０１２年より複数年に渡って、「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する。
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②ガラスびんリサイクル促進協議会の取り組み

・２０１１年7月1日～９月１５日まで、『エコな容器「ガラスびん」ポスターコンクール』

を開催し、３Ｒに適したエコな容器をアピールしている。

・エコプロダクツ2011への出展し、リサイクルを中心としたPR展示を実施。

③加盟各社の取り組み

・２０１１年も加盟各社において、ガラスびん工場への積極的な見学の受入実施。学校､地域､

行政､リサイクル関係､メディアなど、多数受入実績あり。工場見学を通じて、ガラスびんの良

さやリサイクルについてＰＲ。

・会員各社においては環境報告書等にて、ガラスびん製造企業としての取り組みやその成果に

ついて定期的に情報公開を行っている。

・環境ポスターや標語の募集などを通じて、従業員に意識向上を図る活動の実施している。

・社内報等に環境問題の話題を取り上げ、啓蒙を図っている。

・「空きびん回収推進キャンペーン」を実施し、リサイクル意識の向上を図っている。

・地域行政、学校などとタイアップして、環境への取り組みを伝えるため、地球にやさしいガ

ラスびんについての学習会、フォーラムの開催、展示会への出展を実施している。

・地域、行政へのリサイクル活動の指導、支援の実施。

・地域の学校等への「エコ文庫」の寄贈し、ガラスびんの容器としての優れた面を学んでもら

う一助にしている。

－－－以上－－－
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自主行動計画参加企業リスト

日本ガラスびん協会

企業名 事業所名 業種分類 CO2算定排出量※

第１種エネルギー管理指定工場（原油換算エネルギー使用量3000kl/年以上）

石塚硝子株式会社
本社・岩倉工場 (12) 6.80 (t-CO2)

姫路工場 (12) 5.24 (t-CO2)

磯矢硝子工業株式会社 本社･京都工場 (12) 1.18 (t-CO2)

第一硝子株式会社 本社･本社工場 (12) 4.51 (t-CO2)

東洋ガラス株式会社

千葉工場 (12) 8.84 (t-CO2)

川崎工場･技術部 (12) 2.16 (t-CO2)

滋賀工場 (12) 13.95 (t-CO2)

日本耐酸壜工業株式会社
本社･本社工場 (12) 7.52 (t-CO2)

福岡工場 (12) 3.93 (t-CO2)

日本山村硝子株式会社

東京工場 (12) 10.26 (t-CO2)

埼玉工場 (12) 5.47 (t-CO2)

播磨工場 (12) 10.51 (t-CO2)

大阪工場 (12) 4.84 (t-CO2)

(t-CO2)

(t-CO2)

その他

※排出量は(エネルギー＋原料)のCO2合計

＜業種分類－選択肢＞

(1)パルプ (2)紙 (3)板紙 (4)石油化学製品

(5)アンモニア及びアンモニア誘導品 (6)ソーダ工業品 (7)化学繊維

(8)石油製品（グリースを除く） (9)セメント (10)板硝子 (11)石灰

(12)ガラス製品 (13)鉄鋼 (14)銅 (15)鉛 (16)亜鉛

(17)アルミニウム (18)アルミニウム二次地金 (19)土木建設機械

(20)金属工作機械及び金属加工機械 (21)電子部品 (22)電子管・半導体素子・集積回路

(23)電子計算機及び関連装置並びに電子応用装置 (24)自動車及び部品（二輪自動車を含

む）

(25)その他

（別紙１）
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各企業の目標水準及び実績値

日本ガラスびん協会

企業名 目標指標 基準年度 目標水準 基準年度比削減率

（2011年度）

石塚硝子株式会社
CO２排出量

万ﾄﾝ/年
2007年度 ▲１％ ▲25.8％

磯矢硝子工業株式会社
CO２排出量

万ﾄﾝ/年
2006年度 ▲１％ ▲30.5％

第一硝子株式会社
CO２排出量

万ﾄﾝ/年
2007年度 ▲１％ ▲5.6％

東洋ｶﾞﾗｽ株式会社
CO2排出原単位

kg-CO2/溶解ﾄﾝ

2007年から

(4～3月)
▲１％ ▲8.6％

日本耐酸壜工業株式会社
CO２排出量

万ﾄﾝ/年
2007年度 ▲１％ ▲12.4％

日本山村硝子株式会社
CO2排出原単位

kg-CO2/溶解ﾄﾝ
2009年度

482

▲１％

481

▲0.2％

（別紙２）


