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プロフィール

グループ概要

　クリタは 1949年の創立以来、長年にわたり水処理
のリーディングカンパニーとして、産業や社会の発展
に貢献してきました。水と環境の問題解決に貢献して
いくことは、「“水”を究め、自然と人間が調和した豊か
な環境を創造する」ことを企業理念とするクリタグルー
プの使命です。「水と環境の先進的マネジメント企業」
という企業ビジョンの実現を通して、お客様はもちろ
ん幅広く社会の要請に応え、社会の発展に貢献してい
くことを目指しています。

　クリタグループは栗田工業㈱、子会社 42社および
関連会社 1社により構成されており、水処理に関する
薬品・装置、メンテナンス・サービス、土壌・地下水
浄化などを幅広く提供しています。
　事業としては、水処理薬品事業と水処理装置事業の
2つに分類できます。水処理薬品事業は水処理に関す
る薬品類の製造販売およびメンテナンス・サービスの
提供を行っています。水処理装置事業には、水処理に

関する装置・施設類の製造販売およびメンテナンス・
サービスを行う装置・メンテナンス事業と、土壌・地
下水に関する汚染状況の調査から浄化まで一貫した
サービスを提供する土壌浄化事業、物理的・化学的に
お客様の設備・部品を洗浄し、生産性や品質を維持す
る洗浄事業があります。クリタの主要なグループ会社
は下記の通りです。

 会社概要

商　　号　　栗田工業株式会社
　　　　　　（Kurita Water Industries Ltd.）
所 在 地　　東京都新宿区西新宿三丁目 4番 7号
資 本 金　　13,450,751,434円
代 表 者　　代表取締役社長　藤野　宏
創　　立　　1949年 7月 13日
決 算 期　　3月 31日（年 1回）
従業員数　　1,453名（単体）　4,249名（連結）

（2008年 3月 31日現在）

（2008年 3月 31日現在）

 主要なグループ会社

水処理薬品事業 水処理装置事業

装置・メンテナンスクリタ・ビルテック㈱
クリタ・ビーエムエス㈱
クリタ・ケミカル北海道㈱
クリタ・ケミカル東京㈱
クリタ・ケミカル神奈川㈱
クリタ・ケミカル東海㈱
クリタ・ケミカル関西㈱
クリタ・ケミカル兵庫㈱
クリタ・ケミカル山陽㈱
クリタ・ケミカル西日本㈱
クリタ・ケミカル大分㈱
クリタ分析センター㈱
クリタ・ド・ブラジル LTDA.

クリタ（シンガポール）Pte. Ltd.

クリタ・ウォーター（マレーシア）Sdn.Bhd.

クリタ・ヨーロッパ GmbH.

クリタ（タイワン）Co., Ltd.

クリタ GK ケミカル Co., Ltd.

栗田工業（大連）有限公司
P.T. クリタ・インドネシア
韓水 Ltd.

㈱クリタス
クリタ明希㈱
クリタック㈱
クリテック・ヨーロッパ GmbH.
クリタアメリカ Inc.
クリテック・シンガポール Pte. Ltd.
栗田超純水設備（上海）有限公司
韓水テクニカルサービス Ltd.
クリタ（シンガポール）Pte. Ltd.
栗田工業（蘇州）水処理有限公司

ランドソリューション㈱

栗田エンジニアリング㈱
三善工業㈱
クリテックサービス㈱
サンエイ工業㈱
日本ファイン㈱
サン化工㈱
アオイ工業㈱

土壌浄化

洗　　浄

71.4%

※クリタ（シンガポール）Pte.Ltd.は、水処理薬品事
業と水処理装置事業の両事業を遂行しています。

クリタグループ
事業別構成比
2007 年度

売上高

営業利益

28.6%

58,646
百万円

9,525
百万円

30,468百万円

204,875百万円

20,939
  百万円

146,228
　 百万円

31.3%

68.7%

※営業利益の合計は、「消去又は全社」を含めて表示しています。
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財務情報 Contents

編集方針
　本報告書は、クリタグループの環境改善活動について、「環境改善活動基本
方針」に基づく 3つの側面（「お客様ニーズ」の側面、「社会変革」の側面、「自
己変革」の側面）における活動の実績や活動事例などを公開し、ステークホ
ルダーの皆さまに包括的にご理解いただくことを目的に発行しました。
　掲載内容につきましては、環境省「環境報告ガイドライン（2007年度版）」、
「環境会計ガイドライン（2005年度版）」を参照しています。
　なお、本報告書に使用している商品名は、すべてクリタあるいは他社の登
録商標または商標です。
　クリタは今年度も「環境報告書」という名称で発行します。創立以来、水
と環境の問題解決に取り組んできたクリタとして、これからも環境にこだわ
り、事業を通して持続可能な社会の実現に貢献し続けていきたいという想い
を込めています。

対　象　範　囲　栗田工業㈱および国内グループ会社（19社）
報　告　期　間　2007年 4月 1日～ 2008年 3月 31日

ただし、2008年 4月以降の方針や目標についても一部
記載しています。

発　　行　　日　2008年 9月（次回発行予定は 2009年 9月です）
社名記載について　クリタ：栗田工業㈱
　　　　　　　　　クリタグループ：栗田工業㈱・国内グループ会社
　　　　　　　　　グループ会社：国内グループ会社

売上高（単位：百万円）
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社長メッセージ

水処理のリーディングカンパニー
としての社会的責任
　21世紀は「水と環境の世紀」といわれています。現在、
私たちが暮らす地球では、経済の発展や 50年ごとに倍
増していく世界の人口問題などを背景に、水不足や水の
汚染、温室効果ガスによる温暖化など「水と環境」に関
するさまざまな問題が起こっています。われわれ企業は、
より良い地球環境を次の世代に引き継ぐために、そして
継続して社会に存続していくために、「経済」だけでなく「環
境」と「社会」の観点もバランスよく取り入れた経営を実
践することが求められています。
　クリタグループは、1949年の創立以来、半世紀以上も
水処理のリーディングカンパニーとして、事業活動を通
して社会や産業の発展と公害防止をはじめとする環境保
全に貢献してきました。企業として成長を続けることは
もちろん、顕在化しているさまざまな「水と環境」に関
する課題を解決し、持続可能な社会の構築に貢献してい
くことは、「水を究め、自然と人間が調和した豊かな環境
を創造する」を企業理念とするクリタグループの社会的
責任だと認識しています。

「創造力」による持続可能な社会の
実現への取り組み
　今年から京都議定書の第一約束期間（2008年～ 2012

年）がスタートし、クリタグループへのお客様からの環
境負荷低減に関する要求は、ますます高くなってきてお
ります。また、今年 7月に開催された北海道洞爺湖サミッ
トでも「環境・気候変動」が主要テーマの一つとして取
り上げられ、先進国は 2050年までに温室効果ガスを半
減するという長期目標を共有することで合意しました。
　クリタグループは目標の達成に向けて、自社の事業活
動において温室効果ガスの削減に取り組むことはもちろ
ん、お客様とともに環境改善活動に取り組み、社会全体
での温室効果ガスの削減に貢献していきます。また、現
在では温室効果ガスの削減が主流となっていますが、持
続可能な社会を実現するためには、水の有効活用および
再利用による水資源の保全、排水・廃棄物からの有価物
の回収・再資源化、排水・廃棄物そのものの削減による
環境影響の低減といった、総合的な環境改善を図る必要
があると考えています。
　私たちが直面するさまざまな「水と環境」の問題は、
これまでの古い価値観や既成概念に縛られていては、決

社長メッセージ ● ● ●

新たな価値を創造し、企業としての成長と
持続可能な社会の実現に取り組んでいます。
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して解決することはできません。そこで必要なのは、柔
軟な思考で、強い意志をもって解決に挑む力、つまり「創
造力（Creativity）」です。「創造力」によって、今後もクリ
タグループだからできる「新たな価値」を生み出し、そ
れをお客様や社会に提供し続け、「水と環境」の問題の解
決によって持続可能な社会の実現に取り組んでいきます。

環境改善活動の中心は社員
　クリタグループは、企業理念に基づく事業活動を通し
て、環境改善活動を推進しています。オフィスや事業所
での CO2排出量、廃棄物量の削減を進めるとともに、水
処理薬品・装置をはじめとする商品の開発、設計、製造
の側面では、品質の向上と環境負荷の低減を両立するも
のづくりに取り組み、お客様への提案には環境の視点か
らの改善策を盛り込んでいます。
　事業活動が環境に直結しているクリタグループにとっ
ては、お客様の課題やニーズを的確に掴み、対話を繰り
返しながら解決策＝ソリューションを提供し、お客様の
期待に応えることが、グループの成長と環境改善活動を
推進する鍵であると考えます。その中心となるのはクリ
タグループの社員であり、社員一人ひとりの意識の変革

が不可欠です。そのため、環境改善活動を通して社員と対
話し、基本的な倫理観や安全、品質、環境について会社の
目指す方向性を伝えていくとともに、社員が成果を実感で
きる仕組みについても検討したいと思っています。

「環境報告書 2008」をお読みの皆様へ
　本冊子では、2007年度におけるクリタグループの自社
内での環境改善および、お客様の工場・事業所での環境
改善の実績についてご報告いたします。クリタグループは、
環境改善活動の考え方や取り組み実績について、冊子や
ウェブサイトを通して継続的に情報を発信してきました。
今後もさまざまな機会を活用してステークホルダーの皆
様に情報を開示し、信頼の獲得に努めていきます。本冊子
を通してクリタグループの考えや取り組みにご理解をいた
だくとともに、私どもの環境改善活動の質の向上のため、
忌憚のないご意見・ご要望をいただければ幸いです。

2008年 9月

代表取締役社長



5

環境改善活動の基本的な考え方

栗田工業株式会社
環境改善活動統括責任者（環境担当役員）

常務取締役経営企画室長
佐伯 哲男

　クリタグループは、企業理念の実践こそが持続可能

な社会の実現に貢献することであると考えています。

グループ一丸となって社員一人ひとりが環境の改善に

邁進していくために、「環境改善活動基本方針」を制定

し、「お客様ニーズ」「社会変革」「自己変革」の 3つの

側面で環境改善活動を推進しています。

　一つ目の「お客様ニーズ」の側面は、クリタグルー

プの技術・商品・サービスを通して、お客様へ環境負

荷削減を実現するソリューションを提案し、お客様の

環境改善活動に貢献する取り組みです。本報告書では、

2007年 4月～ 2008年 3月までにお客様に納入した

案件について、「顧客環境改善効果（試算値）」を記載

しています。2007年度は、環境改善に貢献する商品の

実績収集の仕組み・体制の構築に努めてまいりました。

今後は、継続して環境改善貢献商品の拡大に取り組む

とともにお客様への提案の促進に取り組んでまいり

ます。

　二つ目の「社会変革」の側面は、既存の技術では解

決することができない環境に関する課題に対して、新

技術・新商品を創出することで持続可能な社会の実現

に貢献する取り組みです。本報告書では、2006年度ま

でに新たに創出した新技術・新商品によってお客様の

工場・事業所での環境負荷を低減した数値を「顧客環

境改善効果（試算値）」として記載しています。クリタ

グループでは、今後も環境に関する課題を解決する新

技術・新商品の開発にスピードを上げて取り組んでま

いります。

　三つ目の「自己変革」の側面は、クリタグループの

全事業所で発生する環境負荷の削減に取り組む活動で

す。2007年度は事業の拡大により、CO2排出量は前

年度比 0.5%増、廃棄物量は前年度比 3.6%増となり

環境改善活動統括責任者メッセージ

環境改善活動の基本的な考え方

ました。しかしながら、省エネルギー策の推進とリサ

イクル化の取り組み強化によって、売上高百万円あた

りの原単位では、CO2排出量を前年度比 3.3%削減、

廃棄物量を前年度比 0.3%削減することができました。

今後も、CO2排出削減の新しい取り組み、廃棄物削減

のための「3R（Reduce、Reuse、Recycle）活動」の

取り組み強化が必要と考えております。

　以上、クリタグループは 3つの側面での環境改善活

動を通して、企業の成長と持続可能な社会の実現に継

続して取り組んでまいります。

2008年 9月
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企業理念
（1989年 7月制定）

環境改善活動基本方針

環境改善活動基本方針
（2004年 3月制定）

お客様に製品・技術・サービスを提供することにより、お客様の環境改善に
貢献する

自社内において各事業所は、「3R（Reduce、Reuse、Recycle）活動」に取
り組む

新しい商品・技術・事業により新たな環境問題の解決に対応するとともに、
今後も時代のニーズを先取りし、新しい環境改善技術の開発に取り組む

｢お客様ニーズ｣の側面

｢自己変革｣の側面

｢社会変革｣の側面

企業理念に基づく事業活動を行うことにより､ 新しい環境事業を創造し続け､
“かけがえのない地球の環境問題の解決”に邁進します。

クリタグループの環境改善活動

顧客環境改善活動 自社内環境改善活動

技術・商品の提案・販売による
お客様の環境負荷低減

「お客様ニーズ」の側面「社会変革」の側面

環境改善に貢献する
新技術・新商品の開発

事業活動で発生する
環境負荷低減

「自己変革」の側面

持 続 可 能 な 社 会 の 実 現 の た め に

“水”を究め、自然と人間が調和した豊かな環境を創造する。
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環境改善活動の基本的な考え方

環境改善活動の推進体制
　クリタグループの環境改善活動は全社横断のメン
バーで構成される環境改善推進部会が統括します。
　環境担当役員を部会長とする環境改善推進部会は、
グループ全体の目標・方針・施策を立案、実施計画を
策定します。これに基づきクリタの事業本部の環境改
善推進部会および、各事業所とグループ会社の環境改
善活動推進責任者が中心となり、活動を推進していま
す。また定期的に、環境改善活動推進会議を開催し、
目標の進捗・達成状況のチェック・フォローを行います。

環境改善活動の PDCAサイクル
　クリタグループは、環境改善活動を推進するため、
期初にグループ会社および各事業所において年間の活
動計画と具体的な目標・施策を設定しています。その
活動の実態および目標に対する進捗状況を把握するた
め、環境改善推進部会内に実態調査チームを設置しま
した。現場調査を定期的に行い、調査結果に基づき是
正措置を講じるなどの継続的な改善に取り組んでいま
す。また年度末には、活動結果から課題を抽出し、次
年度の計画策定に反映させ、活動のスパイラルアップ
を図っています。

環境改善活動推進会議
　クリタグループ全体の環境改善活動を推進・強化す
るために、2006年度より環境改善活動推進会議を開催
しています。本会議は、クリタの各事業所およびグルー
プ会社ごとに環境改善活動の進捗や成果を確認するこ
とを目的に、半期に一度開催しています。
　本会議では、より実効性の高い環境改善活動を推進
するために、目標・方針・施策の策定から実績の評価・
レビューまで実施し、　PDCAサイクルを確実に回して
いきます。

環境マネジメント

社　長

環境改善推進部会

事業所
（環境改善活動推進責任者）

グループ会社
（環境改善活動推進責任者）

本部・事業本部
環境改善推進部会

社　員 社　員社　員

環境改善活動推進会議事務局

継続的改善

Check
実態調査による
点検・是正

Plan
環境改善活動基本方針
に基づく実施計画

Do
計画に従って
実施

Action
次年度の

計画策定に反映

全国から集まったグループ会社の環境改善活動推進責任者
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項　目
2007年度 2008年度 詳細掲載

ページ目標 実績 目標

CO2排出量
の削減 2006年度

原単位排出量比
（売上高百万円あたり）

0.1%削減
3.3%削減

（109.8kg/百万円） 2007年度
原単位排出量比

（売上高百万円あたり）

2.0%削減 27

廃棄物量の削減 6.8%削減
0.3%削減

（131.3kg/百万円）
1.0%削減 28

化学物質管理
の徹底

各事業所における化学物質の取扱いが
適正に管理されている。（毒物及び劇物
取締法に関する法令違反ゼロ）

毒物及び劇物取
締法に関する法
令違反件数：0件

各事業所における化学物質の取扱いが
適正に管理されている。（毒物及び劇物
取締法に関する法令違反ゼロ）

29

項　目 2007年度　実績
詳細掲載
ページ

顧客環境改善効果
の拡大

13-14

項　目 2007年度　実績
詳細掲載
ページ

環境改善に貢献する
新技術・新商品の開発

環境改善に貢献する新技術・新商品開発件数　12件

21
顧客環境改善効果

の拡大
（新技術・新商品）

「自己変革」の側面 　2007年度の実績と 2008年度の目標

「お客様ニーズ」の側面 　2007年度の実績

「社会変革」の側面 　2007年度の実績

※「社会変革」の側面における「顧客環境改善効果（新技術・新商品）」を含んでいます。

クリタグループの実績と目標

〈顧客環境改善効果〉

環境改善指標 2007年度

CO2排出削減量 29,000 t※

廃棄物削減量 42,000 t※

環境負荷物質削減量 1,200 t

汚水処理量 1,200万m3

汚染土壌浄化量 86万m3

大気汚染物質処理量 1,400万m3

〈顧客環境改善効果（新技術・新商品）〉

環境改善指標 2007年度

CO2排出削減量 4,900t

廃棄物削減量 440t

　クリタグループの 3つの側面における 2007 年度の実績と 2008 年度の目標は以下の通りです。
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「お客様ニーズ」の側面

クリタの技術・商品・サービスによる
お客様の環境改善効果

「お客様ニーズ」の側面では、お客様の工場・事業所におけるさまざまな場面で環境改善に貢献して
います。ここでは、クリタグループの技術・商品・サービスによるお客様の環境改善効果を紹介します。

お客様の工 場・事業所

ユーティリティー

■ボイラ・冷却水・薬品サービス　　　　　　
　　　　■超純水供給サービス　     　　　
　　　　　　　　■メンテナンス・サービス

■土壌・地下水浄化
　　■分析

・用水設備の性能維持・向上

・排水の再利用による節水 ■排水処理設備・薬品
■汚泥減量設備
■有価物回収設備
■脱臭設備　■薬注設備

　　　■飛灰処理薬品
　　■有機性汚泥再資源化設備
　■脱水設備　■焼却設備

　　　　■機能性洗浄水製造装置
■プロセス用水処理薬品
　（鉄鋼・石油精製・石油化学・製紙）

　　　　　■有害大気汚染物質処理装置
　　■脱臭設備　■精密洗浄

■純水製造設備
■超純水製造設備
■医薬用水製造設備

■排水回収処理設備

生産設備

排水回収
設備

用水処理
設備

排水処理
設備

廃棄物処理
設備

お客様 の設備

クリ タの
技術・商品 ・サービス

お客様の環 境改善効果

・有機性汚泥のメタン発酵・エネル
ギー回収
・有機性汚泥の堆肥化・炭化による再資源化
・効率的な脱水処理を可能にする薬品・装置の
適用
・焼却設備から発生するダイオキシン
類や飛灰中の重金属固定化

・化学物質を使用しない
　洗浄水の適用による、環境負荷物質削減

・製造プロセスの生産性向上
・生産設備の定期的な洗浄

・大気汚染物質の除去
・臭気成分の除去

・ボイラ・冷却水設備の熱効率の維持・向上
・安定的な超純水供給による製造効率の向上

・用水・排水処理や超純水設備の性能向上
・設備の最適な運転管理

・土壌・地下水汚染の調査から浄化まで一貫
したソリューション
・定期的な汚染および改善状況の確認・解析

・排水の安定化による河川・湖沼・海域の水質改善
・排水処理の過程で発生する汚泥減量化
・排水処理の過程で発生する臭気成分の除去
・排水中の有価物回収による廃棄物再利用

水処理薬品事業

環境規制物質削減
廃棄物削減

環境規制物質
削減

環境規制物質
削減

廃棄物削減

省エネルギー

省エネルギー

節水

化学薬品削減
汚水処理

汚水処理

廃棄物削減汚水処理

汚染土壌浄化

省エネルギー

省エネルギー

節水 汚染土壌浄化

大気汚染物質処理

大気汚染物質
処理

水処理装置事業

純水製造設備 有機性汚泥再資源化設備

精密洗浄

排水処理設備

ボイラ設備
冷却水設備

機能性洗浄水製造装置

汚泥減量設備

排水回収処理設備
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お客様の工 場・事業所

ユーティリティー

■ボイラ・冷却水・薬品サービス　　　　　　
　　　　■超純水供給サービス　     　　　
　　　　　　　　■メンテナンス・サービス

■土壌・地下水浄化
　　■分析

・用水設備の性能維持・向上

・排水の再利用による節水 ■排水処理設備・薬品
■汚泥減量設備
■有価物回収設備
■脱臭設備　■薬注設備

　　　■飛灰処理薬品
　　■有機性汚泥再資源化設備
　■脱水設備　■焼却設備

　　　　■機能性洗浄水製造装置
■プロセス用水処理薬品
　（鉄鋼・石油精製・石油化学・製紙）

　　　　　■有害大気汚染物質処理装置
　　■脱臭設備　■精密洗浄

■純水製造設備
■超純水製造設備
■医薬用水製造設備

■排水回収処理設備

生産設備

排水回収
設備

用水処理
設備

排水処理
設備

廃棄物処理
設備

お客様 の設備

クリ タの
技術・商品 ・サービス

お客様の環 境改善効果

・有機性汚泥のメタン発酵・エネル
ギー回収
・有機性汚泥の堆肥化・炭化による再資源化
・効率的な脱水処理を可能にする薬品・装置の
適用
・焼却設備から発生するダイオキシン
類や飛灰中の重金属固定化

・化学物質を使用しない
　洗浄水の適用による、環境負荷物質削減

・製造プロセスの生産性向上
・生産設備の定期的な洗浄

・大気汚染物質の除去
・臭気成分の除去

・ボイラ・冷却水設備の熱効率の維持・向上
・安定的な超純水供給による製造効率の向上

・用水・排水処理や超純水設備の性能向上
・設備の最適な運転管理

・土壌・地下水汚染の調査から浄化まで一貫
したソリューション
・定期的な汚染および改善状況の確認・解析

・排水の安定化による河川・湖沼・海域の水質改善
・排水処理の過程で発生する汚泥減量化
・排水処理の過程で発生する臭気成分の除去
・排水中の有価物回収による廃棄物再利用

水処理薬品事業

環境規制物質削減
廃棄物削減

環境規制物質
削減

環境規制物質
削減

廃棄物削減

省エネルギー

省エネルギー

節水

化学薬品削減
汚水処理

汚水処理

廃棄物削減汚水処理

汚染土壌浄化

省エネルギー

省エネルギー

節水 汚染土壌浄化

大気汚染物質処理

大気汚染物質
処理

水処理装置事業

純水製造設備 有機性汚泥再資源化設備

精密洗浄

排水処理設備

ボイラ設備
冷却水設備

機能性洗浄水製造装置

汚泥減量設備

排水回収処理設備
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環境改善項目 環境改善指標 顧客環境改善効果

CO2排出削減
ガス削減量 140,845m3／年

節水量 15t／年

■顧客環境改善効果

■ボイラ水処理のフロー

複合材主翼を製造する三菱重工業株式会社名古屋航空宇宙システム製作所殿

　三菱重工業株式会社名古屋航空宇宙システム製作所大
江工場殿は、炭素繊維と樹脂を混ぜ合わせた複合材で大
型旅客機の主翼を製造されています。同工場では製造現
場の温度や湿度を一定に保つために蒸気を使用してお
り、クリタは蒸気をつくり出すボイラを効率的に稼動さ
せるための水処理薬品を、長年提供しています。
　ボイラ設備での省エネルギー策として、使用後の蒸気
が凝縮して温水となった「復水」を回収する方法があり
ます。しかし、復水は炭酸ガスの影響で pHが酸性になっ
ており、復水配管の内側を腐食させ、錆などがボイラ缶
内に入って重大なトラブルの原因となります。そのため、
復水を再利用するには、復水処理剤によって pHを上昇
させたり、配管の表面に皮膜を作って保護したりする必
要があります。

　同工場でも、ボイラの燃料や補給水の節減を目的とし
て、復水処理剤の添加による復水回収を実施されていま
したが、「蒸気からの異臭とそれに伴う目の痛み」とい
う問題が発生したため、復水回収を中断されることにな
りました。異臭の原因の一つとして復水処理剤に疑いが
かかっており、このままではクリタに対する信頼低下を
招くだけでなく、同工場での復水回収による環境負荷低
減もあきらめざるを得ない状況となっておりました。
　クリタの営業担当であるケミカル事業本部ボイラプロ
ジェクト部中部営業課の岡田武司は、この状況を打破す
べく、技術担当者である同課の森山仁とともに駆けつけ、
原因究明に取り組みました。

復水回収の課題を解決し、環境負荷を低減

クリタはお客様との対話を通して、ニーズや課題を的確につかみ取り、技術的コンサルティン

グや改善方法の提案によって環境改善に貢献しています。ここでは、その一例として、三菱

重工業株式会社名古屋航空宇宙システム製作所大江工場での取り組みを紹介します。

お客様と二人三脚で、環境負荷低減を実現

復水回収ライン

蒸気

給水 ブロー水

補給水

ダイクリーン
MR-514（　　）

復水処理剤
給水
タンク

蒸気ヘッダーボイラ

製造プロセス

特集
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写真右から三菱重工業株式会社名古屋航空宇
宙システム製作所大江工場　近藤昌好様、同、
金藏博之様、営業担当者の岡田武司

よると燃料である都市ガス削減量は年間 294t、給水の
節水量は年間 15tとなり、これらの数値は同工場工場技
術課課長の山田伸人様から「十分に期待できる」と評価
されました。工場技術課の近藤昌好様は、「専門的なノ
ウハウを持つクリタに任せることで、安心している」と
され、同工場技術課の金藏博之様からも「復水回収が軌
道に乗るまでパートナーとして協
力をしてほしい」と期待が寄せら
れました。

営業担当者と技術担当者の連携で復水回収を再開

　岡田と森山は、まず異臭が発生したとされる現場に入
り、実際に臭いを確認しました。環境計量士の資格を持
つ森山は、復水処理剤の成分ではなく燃焼ガスの臭いで
あると即座に判断。それを受けて岡田は、お客様が実施
する蒸気の分析にあたって、復水処理剤だけでなく燃焼
ガスの成分についても分析することを提案しました。
　分析の結果、異臭の原因は復水処理剤ではないことを
定量的に示すことができました。さらに森山が予想した
とおり燃焼ガスの成分が検出され、お客様とともにボイ
ラ設備を点検して蒸気ラインへの燃料ガス混入箇所の特
定にも成功し、短期間で解決することができました。
　岡田と森山の現場調査による要因の早期発見と対応に
よって、復水回収を再開することができました。試算に 技術担当者の森山仁

ボイラだけでなく排水処理設備のサポートも期待
　当工場は航空機のもっとも重要な部品の一つである主翼を複合材で製造することから、常

に高度の品質を維持することを念頭に置いています。また、ISO14001の認証取得工場として、

継続的に省エネルギーや節水に努めなければなりません。この両者を同時に実現するために

クリタさんにはさまざまな提案をいただきました。過去に復水処理剤の投入中断により配管

を傷めており、生産を止めないで配管の“健康回復”をするには薬剤が大きな役割を果たす

ものと期待しています。今後も配管の“健康診断”を継続していただき、適切な提案をお願

いします。

　一方、排水の水質基準は年々厳しくなってきています。こうした基準に適応するため、工

場設備への投資も積極的に行っていきます。クリタさんは頻繁に当工場に来ていただき、適

切なアドバイスをいただき信頼しています。水質基準を満足する安定した排水処理の実現の

ために、今後もクリタさんのサポートを期待しています。

三菱重工業株式会社
名古屋航空宇宙システム製作所　
大江工作部　工場技術課　課長
山田 伸人様
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「お客様ニーズ」の側面

組みを評価して次年度の活動に反映しています。
　2007年度の数値は、2007年 4月 1日～ 2008年 3

月 31日の受注案件を対象に、受注時にお客様向けの仕
様書・提案書に提示した環境負荷低減量をもとに導入前
後の環境負荷の差を試算値（みなし効果）で把握してい
ます。

顧客環境改善効果について

　クリタグループでは、事業を通してお客様の環境負荷
低減に貢献する「お客様ニーズ」の側面として、クリタ
グループの技術・商品・サービスを提供することで得ら
れたお客様の工場・事業所での環境負荷低減量を「顧客
環境改善効果」として把握しています。このクリタ独自
の指標を活用し、「お客様ニーズ」の側面における取り

2 0 0 7年度 顧客環境改善効果

クリタグループは、事業を通してお客様の環境負荷を継続的に低減し、持続可能な社会の実現
に貢献します。

環境負荷物質削減量　計

重金属

ダイオキシン類

化学薬品削減量

CO2排出削減量　計

環境改善項目

1世帯
（4人家族）

環境改善指標  顧客環境改善効果（試算値） 

CO2排出削減※

廃棄物削減

環境負荷物質削減

水質汚濁防止

土壌・地下水
汚染浄化

大気汚染防止

電力削減量

重油削減量

ガス削減量

汚泥削減量

廃棄物再生量

飛灰排出削減量

廃棄物削減量　計

汚水処理量

汚染土壌浄化量

大気汚染物質処理量

11,700MWh

4,100kℓ

160万m3

8,900MWh

5,100kℓ

90万m3

節水量 1,500万m3 2,400万m3

29,000t 35,000t

2007年度実績 2006年度実績

100t

86g
1,100t

130t

94g

5,600t

1,200t 5,700t

1,200万m3 2,600万m3

1,400万m3 ━

86万m3 46万m3

41,000t

310t

440t

53,000t

75t

6t

42,000t 53,000t

4人家族が1年間に排出するCO2は、約8,400kg※2といわれてい
ます。29,000ｔというCO2排出削減量は、約3,500世帯の1年分
に相当します。

1世帯
（4人家族）

4人家族が1年間に使用する水の平均使用量は、320m3※1といわ
れています。1,500万m3という節水量は、約47,000世帯の1年分
に相当します。

1世帯
（4人家族）

4人家族が1年間に出すごみの量は、約1,590kg※3といわれていま
す。42,000tという廃棄物削減量は、約26,000世帯の1年分に相
当します。

日本
86gというダイオキシン類削減量は、年間約290～320ｇ※4と推
定される日本のダイオキシン発生量の約25％に相当します。

プール
競泳用のプールの標準的なサイズは、50×20ｍ・水深1.7ｍで、体
積は1,700m3です。1,200万m3という汚水処理量は、約7,100杯
分に相当します。

10ｔトラック

約3,500世帯／1年分

約47,000世帯／1年分

約26,000世帯／1年分

約25％／1年分

約7,100杯分

約155,000台分
１m3の土壌を1.8ｔとすると、86万m3という汚染土壌浄化量は、
10tトラック約155,000台分に相当します。

※1：東京都水道局平成１８年度生活用水
実態調査

※ ・CO2換算係数 電力：0.381kg-CO2／kWh、上水（工水）：0.58kg-CO2／m3、A重油：2.8kg-CO2／ℓ、ガス（都市ガス）：2.1kg-CO2／Nm3

 ・2007年度に「エコシャトル」（リターナブル容器回収システム）によりお客様に貢献したCO2排出削減量1,427t（試算値）は、CO2排出削減量29,000tに含めています。

※2：「日本の1990～2006年度の温室効
果ガス排出量データ」
温室効果ガスインベントリオフィス

　　2008.5.16発表

※3：「環境循環型白書平成19年度版」
　 　環境省　2007.6.6発行

※4：「ダイオキシン類の排出量の目録（排
出インベントリー）について」

　 　環境省報道発表資料
　 　2007.12.18発表

年間 1,500万m3 を節水

年間 29,000ｔ のCO2の発生を抑制

年間 42,000ｔ の廃棄物を削減

年間 86万m3 の汚染土壌を浄化

年間 1,200万m3 の汚水を処理

年間 86ｇ のダイオキシン類の発生を抑制
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お客様における「顧客環境改善効果」を実現した取り組み事例を紹介します。

お客様における環境改善の取り組み事例

お客様の声
　今回の提案は、ノンケミカル処理による熱
源機器の耐食性向上という当初の目的はもち
ろん、蓄熱槽の断熱性能の向上による省エネ
ルギーの効果もあるものとして、高く評価し
ています。蓄熱槽の使用状況は日々変化する
ため、ファインボールの省エネルギー効果を
実績値として定量的に評価することは難しい
のですが、ほぼ同じ温度条件でのファイン
ボール投入槽と未投入槽との比較試験によって効果があることを
確認できました。
　今後も安定運転と省エネルギーにつながる改善提案を積極的に
いただけるよう期待します。

東京熱エネルギー株式会社殿

水面被覆材の適用による耐食性向上と省エネルギー

　東京熱エネルギー株式会社殿は、東京都の日比谷地区で地
域冷暖房施設を運営・管理しており、現在は 7棟のビルに冷
熱と温熱を供給されています。同施設では、長期間の安定供
給と設備の長寿命化を実現するため、中核設備である熱源機
器の耐食性を向上させる手段の一つとして、6,400m3の蓄
熱槽にある冷・温水の酸素濃度を抑制することが有効である
と考えられていました。しかし、蓄熱槽内の水は、災害など
の緊急時には非常用水として使用するため、薬品の使用は望
ましくないとされていました。
　クリタは、ポリエチレン製で半球状の水面被覆材「ファイ
ンボール」の適用による対応策を提案しました。ファイン
ボールは水面のおよそ 90%を覆うことにより、蓄熱槽水へ
の酸素溶解を抑制するだけでなく、水面から気相への熱エネ
ルギーの移動を抑制する効果もあり、実証試験により温水蓄
熱槽の水面からの放熱量を 10%削減することが確認できま
した。

環境改善項目 環境改善指標 顧客環境改善効果

CO2排出削減 省エネルギー 水面からの放熱量10％削減※

※同一条件の水槽での比較による実測値

ファインボールを適用している蓄熱槽（地下）

技術次長
大町 俊明様

　ファインボールの適用によって、①水面からの放熱による
熱エネルギーの損失抑制、②溶存酸素による配管や機器類の
金属部分の腐食抑制、③臭気の蒸散抑制、といった効果が図
れます。
※ 水槽の形状や構造によって変動します。

　ファインボールは、水槽内に投入するだけで空気との接触
を最小限に抑える商品です。投入後はノーメンテナンスで半
永久的に使用可能です。
　従来の水面被覆材の多くは球形であり、最大直径部分が水
面よりも上にくるため、水面を覆う面積は 20～ 30％でし
た。一方、ファインボールは半球状をしており、上部は球形
で、中間部は円柱形で中空、底部は厚く重くなっているため、
マンホールから投入するだけで水面に整然と並び、最大直径
部で水面を覆
うことができ、
被覆面積はお
よそ 90%※と
従来の3～4.5
倍となってい
ます。

蓄熱槽へのファインボール適用例

水面被覆材「ファインボール」

20

30

40

50

60

0 1 2 3 4 5 6
放熱時間（h）

水
温（
℃
） FBあり

FBなし

初期水温 50℃

気温

ファインボール（FB）の保温効果
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お客様の声
　CDドライヤーは他の排水処理用乾燥機に
比べコンパクトで、取り扱いが容易で構造的
にも良い設備であると思います。排水の性状
から、当初予定していた蒸発残渣の助燃剤と
しての再利用ができなかったことが課題であ
り、解決のための協力をお願いします。なお、
今回はCDドライヤーに使える蒸気余力があっ
たので採用することができましたが、最近で
は燃料コストも増加しているため、薬品を使って処理する方法につ
いても、提案を期待しています。当工場では、継続的に環境負荷低
減に取り組んでいくので、今後もクリタさんにはアドバイスをお
願いしたいと考えています。

宇部興産株式会社　宇部アルミホイール工場殿

排水処理用乾燥機の増設による廃棄物量の削減

　UBEグループの一員であり自動車用アルミホイールを製
造する宇部興産株式会社殿は、「環境安全基本理念」に基づ
いた環境改善活動を推進されており、廃棄物については数値
目標を設定して最終処分量の削減に取り組まれています。宇
部アルミホイール工場殿では、アルミホイールを冷却する際
に発生する黒鉛を含む排水は、産業廃棄物となっているため、
削減を検討されていました。
　当初は排水の性状から凝集沈殿と活性炭ろ過の組み合わせ
による処理を検討していましたが、ランニングコストの面で
実現性が低いことがわかり、クリタは「CDドライヤー」の
設置により排水を効率的に乾燥・減量させる方法を提案しま
した。その結果、廃棄物を年間およそ 100t、従来比で 25%
以上削減することができました。なお、CO2排出量を増や
さないよう、加熱には同工場内の蒸気の余力を利用しました。

環境改善項目 環境改善指標 顧客環境改善効果

廃棄物削減 廃棄物削減量 100t／年（従来比25％以上削減）

CDドライヤー

設備保全グループ　
設備チームリーダー
西村 徳安様

お客様の声
　今回の提案内容は当社の環境改善
活動の重点施策に沿ったものであり、
その効果も大きく、満足しています。
また、当社では生産量の拡大に伴う
排水量の増加によって排水処理設備
の能力が限界に近付いていたという
事情もあって、排水処理設備の運転管理面での負担の軽減につなが
りました。排水回収・再利用によって生産量当たりの使用水量を大
幅に削減できたことから、今回の提案は当社内の「生産革新優良賞」
という社長表彰を受けることもできました。
　今後は、調査対象を広げ、他にも回収できる排水をみつけて回
収量をさらに増加してくれることを望んでいます。また、水処理
装置だけでなく水処理薬品についても知見のあるクリタさんには、
工場全体での化学薬品使用量の削減についてもアドバイスをいた
だけるよう、期待しています。

富士電機デバイステクノロジー株式会社　松本事業所殿

排水回収装置の増設による節水

　富士電機デバイステクノロジー株式会社殿は、富士電機グ
ループの一員として半導体をはじめとする電子デバイスを製
造しており、同社の「環境保護基本方針」のもと、事業活動
と製品そのものの環境負荷低減に取り組まれています。近
年では、①使用水量・排水
量の削減による省資源、②
熱源回収等による省エネル
ギー、③化学薬品使用量の
削減・廃棄物削減を重点課
題として、環境負荷の低減
策を実施されています。
　クリタは、松本事業所殿
5-2C棟の生産工程から発生
する排水の回収・再利用に

より、用水（井水）使用量と事業所外への排水量の削減を両
立する改善策を提案しました。さまざまな工程から出てくる
排水の性状を調査したうえで回収可能な排水を特定し、膜処
理を中心とした回収設備を納入しました。その結果、一日当
たりおよそ 220m3、従来の 5-2C棟からの排水量のおよそ
42%が回収可能となり、節水に貢献することができました。

環境改善項目 環境改善指標 顧客環境改善効果

CO2排出削減 節水量 220ｍ3／日

排水回収装置

施設部　施設管理課
製造主任 作業長
古畑 芳明様 泉谷 忠孝様
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お客様の声
　今回の提案はクリタさんの新技術を適用し
ていただいたもので、無機凝集剤の注入量を
適正に管理できるようになり、環境負荷の削
減という効果につながり満足しています。ま
た、従来は排水の負荷変動に対する無機凝集
剤の添加量を運転担当者が手動で調整してい
ましたが、クリピタリによってこの作業が不
要となり、省力化に結び付いたことも高く評
価しています。
　当工場では、今後、生産品の変更に伴う排水の高濃度化が予想
されるため、クリタさんには引き続き安定処理の実現のため技術
的な支援を期待しています。

花王株式会社　和歌山工場殿

凝集沈殿処理の最適化による無機凝集剤由来の廃棄物削減

　洗剤・化粧品・食品・化学製品を製造する花王株式会社殿は、
「環境・安全の基本理念と基本方針」に基づき、省エネルギー
や廃棄物削減などの項目で数値目標を設定して、継続的・効
果的な環境保全活動を推進されています。
　クリタは、和歌山工場殿で 2001年 7月から排水処理系の
水処理管理業務を受託しており、排水の安定処理はもちろん、
設備全体での省エネルギー、省資源、廃棄物削減に継続して
取り組んできました。2007年には、薬品注入制御方法の改
善を目的として、新たに開発した凝集センサ「クリピタリ」
を凝集沈殿設備に適用しました。クリピタリで凝集状態を連
続監視することにより、無機凝集剤使用量を最適化すること
が可能となり、無機凝集剤由来の廃棄物を年間で 60t、従来
比で 19%削減可能となりました。

環境改善項目 環境改善指標 顧客環境改善効果

廃棄物削減 汚泥削減量 60t／年（従来比19％削減）

クリピタリで薬注管理している凝集沈殿槽

地区サービスセンター
ユーティリティ G
和田 英俊様

　クリピタリは、光散乱方式によって、フロックとフロック
の間の清澄度を直接測定するセンサです。空気でセンサ先端
部を洗浄する機能が付いているため、連続して安定した計測
が可能です。
　クリピタリは、凝集沈殿槽や加圧浮上槽の内部に直接設置
することができ、排水水質の変動を、槽内の凝集状態からリア
ルタイムで把握します。クリピタリと凝集剤の注入ポンプを
連動させることにより、凝集剤使用量の最適化を実現します。
　クリピタリの適用によって、①排水処理および脱水処理の
安定化②薬品注入量の最適化による薬品使用量、薬品由来の
汚泥発生量の削減③設備管理の省力化を図ることができます。

クリピタリセンサ本体制御部

センサ先端部

凝集センサ「クリピタリ」
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お客様の声
　今回の提案は、効率的な処理という当社の
条件を満たしていること、他の事業所でも実
績があったことから採用を決めたものです。
納入後、試験運転を終えて既に 100％の負荷
をかけて本格的に稼働していますが、特にト
ラブルもなく運転しています。
　今後の要望は、従来通りのアフターメンテ
ナンスを継続してもらうことはもちろんですが、改善策をもっと提
案してほしいということです。現状の処理に問題がないので、かえっ
て排水処理設備での新たな課題が当社では見つけにくくなっていま
す。クリタさんの目で現場を診断していただき、改善案を提案して
ほしいと思います。また、他社で実施した事例や新技術・新商品に
関する情報も、改善策とともに提供してほしいですね。

株式会社クラレ　西条事業所殿

嫌気性排水処理設備の適用による廃棄物削減

　化成品・合成繊維を製造する株式会社クラレ殿は、グルー
プで環境負荷低減に取り組まれ、目標値を設定して CO2排
出量の削減を推進されるとともに、2006年度には全事業所
において「廃棄物ゼロエミッション※」を実現されています。
西条事業所殿では、製品の増産に伴う排水量の増加が見込ま
れており、環境負荷低減に向けて高濃度排水の効率的な処理
が課題とされていました。
　この課題に対してクリタは、省スペース、省エネルギー、
さらに汚泥発生量も少ない嫌気性処理を提案しました。今回
提案した排水処理装置「スーパーバイオセーバー」は、グラ
ニュール化した嫌気性汚泥をクリタ独自の技術で反応槽内に
安定して高濃度に保つことができるため、高負荷処理を可能
としています。これにより、汚泥発生量を削減することが可
能となりました。
※ クラレグループの廃棄物ゼロエミッションの定義は「再資源化を進め、最終埋め立て処分量を発
生する廃棄物の 1％以下とする」

環境改善項目 環境改善指標 顧客環境改善効果

廃棄物削減 汚泥削減量 675t／年※

※試算値：受注時の計画条件に基づき、同規模の好気性排水処理設備と比較して算出した汚泥削減量

スーパーバイオセーバー

環境安全課
御荘 秀樹様

　スーパーバイオセーバーは、従来の嫌気性排水処理装置で
は横型の反応槽を縦型とし、高密度化した嫌気性汚泥の保持
容量を増やすことによって、2～ 3倍の高負荷処理を可能と
した装置です。反応槽の高さは 15メートルまで対応可能で、
横型に比べ 1／5の省スペース化を実現しています。
　さらに、クリタ独自の技術でグラニュール化（粒状化）し
た高濃度の汚泥は、上向流の排水によって流動し、菌体と排
水との接触が良好に行われるため、高い処理効率が得られま
す。また、「3Sセパレーター」と「浮上汚泥破砕装置」の採
用により、反応槽上部でのメタンガス、汚泥、水の分離性能
を大幅に向上させ、流速を高めても汚泥の高密度保持と処理
水の安定化を可能としました。
　従来の嫌気性排水処理装置と比べコンパクトなため建設用
資材が少なくてすみ、処理水量も多いので前処理の酸生成槽
への循環水量を増やすことができ、薬品（NaOH）使用量の
削減も可能です。

スーパーバイオセーバー

3Sセパレーター

従来型バイオセーバー

従来の嫌気性処理装置（バイオセーバー）と
スーパーバイオセーバーの反応槽の比較

超高負荷嫌気性排水処理装置「スーパーバイオセーバー」
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脇田　ANAMMOX微生物を使った生物処理技術に着目
しはじめたのは 1998年頃でしたね。
徳富　はい。窒素を分解する新しい微生物が発見された、
という論文がオランダで発表されたのが 1995年です。
クリタはその 3年後に研究開発に着手しました。
この ANAMMOX微生物の反応を利用すれば、従来の「硝
化・脱窒法」に比べエネルギー使用量や廃棄物量の少ない 

窒素除去システムを開発することができると考えました。
脇田　現在 ANAMMOX微生物は世界各地で見つかるよ
うになり、地球上の窒素循環の数十％は、この微生物の
働きによると言われていますが、当初はこの微生物の存
在が疑われていましたね。
徳富　「そんな微生物がいるなら、日本でも探してみよう」

と、微生物を探すところから始め
ました。
現在は、遺伝子解析技術によ
り、土や水のサンプルから簡単に
ANAMMOX微生物の存在が確
認できますが、当時は、3ヵ月以
上かけて微生物を培養しないと分
かりませんでした。われわれのグ

微生物を探して全国で土や水のサンプルを採取

ループはさまざまな場所からサンプルを集め、結局その
うち 2ヵ所から ANAMMOX微生物を見つけることが
できました。
また、菌を見つけてある程度の濃度まで培養するのにお
よそ 2年かかりました。
脇田　微生物の培養には苦労されていましたね。
徳富　見つけ出した ANAMMOX微生物を排水処理に使
うためには、菌の濃度を 1万～ 10万倍ぐらいに増やさ
なければなりません。その過程では何度か微生物を死な
せてしまうなどの苦労がありましたが、予想通りの窒素
除去反応を検証できました。
当時、実用化にいたるかどうか確証が持てない中で、会社
が長期にわたる開発を認めてくれたことに感謝しています。
脇田　確かに技術的にはまったく未知数でしたが、市場
では排水処理における環境負荷低減技術のニーズが高
まっていましたし、この技術が実用化すれば、お客様の
要求に応えられる技術になると確信していました。
徳富　ANAMMOX微生物の発見は、生物学的水処理の
分野では 10～ 20年に一度の大発見と言われています。
この研究テーマと巡り合えたことは自分にとって大変幸
運だったと思っています。

新しい微生物反応で窒素除去の効率アップを実現

Anammox プロセスは、アンモニアと亜硝酸を窒素ガスに変換する微生物の力を利用して窒素を除去する、新

しい技術です。2006 年度に第一号機が稼動し、お客様の環境改善に貢献する技術として検証できました。これ

を機に、本プロセスの開発にかかわった者が集まり、どのように独自の技術を創り上げ、お客様にどのような環

境負荷低減効果を提供できたのかを振り返り、今後の取り組みについて話し合いました。

プラント事業本部
開発部水処理装置開発課
徳富 孝明

ANAMMOX反応経路の比較

従来の硝化脱窒 ANAMMOXを利用した脱窒

N2

NH4+

NO2-

NO3-

有機物

一部を
酸化酸素 酸素

亜硝酸
酸化細菌

脱窒細菌アンモニア
酸化細菌

N2

NH4+

NO2-

酸素

ANAMMOX
微生物

アンモニア
酸化細菌

Anammoxプロセス一号機稼動の
様子

「社会変革」の側面

特集
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きるように能力増強、ノンストップ化を図るべく、メン
テナンス部門と装置部門が一体となって既存設備の改善
提案を行っておりました。その中で、当時開発を進めて
いた Anammoxプロセスを紹介したところ、お客様も
積極的に評価してくださり、導入に向けて検討が始まりま
した。
徳富　一号機ということもあり、設備の立ち上げに当
たっては担当メンバーでローテーションを組んで、現場
に詰め、約 3ヵ月間ほとんど付きっきりで運転条件の調
整などを行いました。途中、予想外の課題も出ましたが、
根気よく、一つずつ解決していくことで、最終的には安
定した運転ができるようになりました。
脇田　確実に放流水質を満足する、安定した排水処理が
可能になっただけでなく、処理やコストの面でも大きな
成果がありましたね。
西山　電力量はおよそ 1／2に減り、廃棄物量も 1／3～
1／4になりました。中でもお客様が特に驚いていらし
たのが、装置が非常に小さいことです。設置面積が従来
の生物処理に比べて 1／3のスペースに収まりました。

品質の向上に加え、CO2排出量や廃棄物量の削減など環
境分野のニーズが確実に増えています。
脇田　今回取り上げた Anammoxプロセスの開発は、
お客様のニーズをとらえ環境負荷低減に貢献する新しい
技術を創り出す「社会変革」の側
面の取り組みそのものであると言
えます。これからも、開発・営業・
メンテナンスなど関係部門が連携
して、お客様の多様なニーズに対
応した環境改善技術・商品の開発
に取り組んでいきたいですね。

脇田　微生物による窒素除去の効果が確認できたあと、
どのように開発を進めたのでしょうか。
徳富　Anammoxプロセスの実用化に向けては、装置の
スケールアップと周辺設備の開発に着手しました。また、
オランダの PAQUES社と技術提携したり、既存の技術
をうまく採用したりすることで、実用化までの時間を短
縮することができました。この装置は、汚泥をグラニュー
ル化（粒状化）する独自技術に基づいており、従来の「硝化・
脱窒法」に比べ、微生物の反応槽の容積をおよそ 4分の
1程度に削減することができます。
脇田　一号機を導入したのは、2006年でしたね。産業排

水用としては世界初の試みでした。
西山　株式会社東芝　四日市工場
様における窒素排水処理の安定化
対応がきっかけでした。半導体の
製造工程では、ウエハの洗浄にア
ンモニアを含んだ洗浄液を使うた
め、窒素含有排水が出ます。クリ
タはお客様の生産性向上に貢献で

西山　営業部門では、Anammoxプロセスを「重点拡
販商品」の一つに位置づけています。この技術を用いた
実装置は、まだ世界に 4基しかなく、注目を集めていま
す。化学工場など、この技術を必要とするところは多い
ので、より多くのお客様の課題解決に貢献していきたい
ですね。
徳富　開発部門としては、適用範囲を広げるため、さら
に研究開発を進めていきます。この微生物には、まだ解
明されていない性質があるようなので、どのように応用
できるか楽しみです。
西山　日々の営業活動で、お客様や社会のニーズが大き
く変わってきていると感じています。最近は、生産性や

環境負荷、スペース、処理コストがともに大幅減

関係部門が連携して社会のニーズに応える

開発本部　開発企画部
部長
脇田 正明

プラント事業本部
装置第一部門　電子営業二部
部長
西山 公春
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「社会変革」の側面

開発の状況

　環境に関する新技術・新商品の開発は、事業活動が環
境改善に直結しているクリタグループにとって、企業と
しての発展を担う、もっとも重要な取り組みの一つです。
　2007年度は、CO2排出削減に寄与する水処理薬品の
開発や、排水回収・有価物回収などの省資源プロセスの
開発、有害物の無害化処理技術などお客様の現状の課題
に応える水処理薬品・水処理装置の開発に注力しました。
さらに、消化汚泥からのエネルギー高回収プロセスや次
世代のクリーンエネルギーとして期待される燃料電池関
連技術の開発にも取り組んでいます。
　クリタグループでは、今後もお客様の課題解決に貢献
する開発テーマを設定し、新技術・新商品の開発を進め
ていきます。

「社会変革」の側面での実績把握について

　クリタグループでは、「社会変革」の側面での実績を「開
発件数」とお客様に採用された商品の「顧客環境改善効
果」で把握しています。
　2007年度は、開発が完了した新技術・新商品の中か
ら顧客環境改善効果を把握する商品の選定方法および実
績収集の仕組みを整備しました。なお、集計方法は以下
のとおりです。

●開発件数
　環境改善に貢献するテーマで、2007年度に研究開発

「社会変革」の側面では、お客様の抱えている環境に関する課題解決に貢献する新技術・新商
品を創出します。半世紀以上培った「水」の技術を核に、水資源の有効利用、 C O 2 排出削減、
廃棄物削減に貢献する技術の開発に取り組んでいます。

新技術・新商品を通した取り組み

を終了したものの件数を集計しています。

●新技術・新商品の顧客環境改善効果
　水処理薬品については、2007年度中の新商品の実績
について、商品ごとに設定している算出方法に基づき、
効果を試算して集計しています。
　一方、水処理装置については、開発後 5年以内の商
品であり、かつ、2007年度に初受注した新商品につい
て、同じく商品ごとに設定している算出方法に基づき、
効果を試算して集計しています。

CO2排出削減・節水

・コンビナート冷却水向けシリカ系スケール防止剤

・ 石油精製プラント向け原油予熱系汚れ診断技術お
よび汚れ防止剤

水回収・省資源・リサイクル

・大型排水回収設備の安定運転支援システム

・鉄鋼・冷延洗浄水の水・有価物回収プロセス

・焼却灰再利用向け塩素洗浄除去処理システム

水質・土壌汚染防止

・高効率な流動担体式生物処理システム

・埋め立て焼却飛灰の重金属溶出防止剤

エネルギー回収

・消化汚泥からのエネルギー高回収プロセス

2007年度に開発した環境改善に
貢献する主な新技術・新商品

新技術・新商品の開発拠点であるクリタ開発センター
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お客様の環境改善に貢献する新しい技術・商品を紹介します。

新技術・新商品トピックス

　液晶表示装置の製造で使用されるリン酸は、その原料であ

るリン資源の枯渇が危惧されており、効率的な回収・再資源

化が課題となっています。

　そのようなニーズに対し、クリタは膜技術によりリン酸を

排水から分離し、回収するシステムを開発しました。本シス

テムは、リン酸の分離と濃縮を同時に可能とし、さらに蒸発

濃縮技術によりリン酸を 50%に濃縮することによって、化

学肥料や当社薬品の原料等にそのまま再利用できるリン酸を

回収することができます。

　また、リン酸分離後の排水は、純水として再利用が可能で

あり、リン酸と水の循環利用を実現させます。ある工場にお

ける試算値では、排水中のリン酸を 90%以上（およそ 2,000t

／年）回収できるとともに、従来のリン酸処理と比べて汚泥（廃

棄物）排出量および化学薬品の使用量も 90%以上削減でき、

環境負荷低減に大きく貢献できる見込みです。

　近年、コンビナート冷却水において、環境負荷低減および

節水を目的に高濃縮運転を実施している工場が増えていま

す。しかし、工業用水中のシリカ濃度が高い地区では、シリ

カ系スケール障害により高濃縮運転の実施が困難とされてき

ました。

　そこでクリタは、冷却水中でのシリカ付着機構に着目し、

シリカ系スケール抑制効果の高い官能基を有するクリロイヤ

ル SPシリーズの開発に成功しました。高濃縮運転時の課題と

なっていた熱交換器の高温部で生じるスケール付着を大幅に

低減するとともに、補給水・排水（ブロー水）量の削減を実

現しました。

　また、本品はリン・亜鉛の配合率を従来品の 2／ 3として

います。高濃縮化を行ったお客様では、排水中のリン・亜鉛

の総量が 1／ 3に低減し、2009年から適用が開始される第

6次総量規制基準に対応した商品として評価されています。

RO 膜で分子の大
きなリン酸イオン
（PO43-）が阻止され、
小さな分子の水素
イオン（H+）・硝酸
イオン（NO3

-）が
透過している様子。

スケール付着を 1／4以下に低減

従来品
■シリカ系スケールの解決事例

クリロイヤル SP

リン酸回収システム

コンビナート冷却水向けシリカ系スケール防止剤
クリロイヤルSPシリーズ

RO膜

PO43-

H+

NO3-

濃縮側 透過側

■リン酸回収の仕組み

　本開発は、液晶製造工場の排水回収
システムにおける環境負荷低減を目的
に取り組みました。膜の適用にあたっ
ては、目詰まり、スライム、耐久性な
どの課題がありましたが、長期間にわ
たる現場試験を実施して一つひとつ解
決してきました。本技術が枯渇の危機
にあるリン資源の循環利用の一助にな
れば幸いです。

　クリロイヤル SPシリーズは、営業
部門と一体となって開発に取り組み、
千葉地区のお客様で実機を適用して環
境負荷低減を実現しています。工業用
水のシリカ濃度が高い千葉地区での高
濃縮運転は、クリタにとっても初めて
の試みであり、まだ改善すべき課題も
ありますが、お客様と課題を共有しな
がら完成度の向上を目指して取り組ん
でいきたいと思います。

プラント事業本部
開発部　電子排水開発課
織田 信博

ケミカル事業本部
第一部門
コンビナート二部
冷却水技術課
藤田 和久

開発担当者の声

開発担当者の声
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ここでは、クリタグループの 2 0 0 7 年度の環境負荷の全体像について、マテリアルフローを用
いて紹介します。「自己変革」の側面では、C O 2 排出量の削減、廃棄物量の削減、化学物質管
理の徹底に重点的に取り組んでいます。

環境負荷の全体像

資源投入量 生産・排出量 

薬品原料 25,700t

梱包資材 432t

コピー用紙 157t

電力 38,128MWh

ガソリン 1,337㎘

軽油 248㎘

灯油 475㎘

A重油 765㎘

LPガス 7,270m3

都市ガス 19,236m3

冷水 4,029GJ

蒸気 768t

上水 231,338m3

中水 5,919m3

地下水 582,434m3

装置・メンテナンス

土壌浄化

洗　浄

薬品製造量

39,983t

※栗田工業㈱および国内グループ会社（19 社）の実績を集計してい
ます。
水処理装置の製造用資材の数値は、把握が困難なため、上記表に
含まれておりません。

※栗田工業㈱および国内グループ会社（19 社）の実績を集計してい
ます。

　水処理装置の製造量については、把握が困難なため、上記表に含
まれておりません。

IN OUT

リサイクル量

リサイクル率
68.1%

1,784t

CO2排出量

一般廃棄物

産業廃棄物

特別管理産業廃棄物

22,505t

PRTR管理物質

0.7t

334t

10,470t

16,091t

※栗田工業㈱のみの実績です

調達 製造 納品 お客様の
使用 水質診断

設計 調達 組立・据付 試運転 お客様の使用

現地調査 評価試験 浄化 モニタリング

メンテナンス

受入 洗浄 納品 お客様の使用検査

「自己変革」の側面
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資源投入量 生産・排出量 

薬品原料 25,700t

梱包資材 432t

コピー用紙 157t

電力 38,128MWh

ガソリン 1,337㎘

軽油 248㎘

灯油 475㎘

A重油 765㎘

LPガス 7,270m3

都市ガス 19,236m3

冷水 4,029GJ

蒸気 768t

上水 231,338m3

中水 5,919m3

地下水 582,434m3

装置・メンテナンス

土壌浄化

洗　浄

薬品製造量

39,983t

※栗田工業㈱および国内グループ会社（19 社）の実績を集計してい
ます。
水処理装置の製造用資材の数値は、把握が困難なため、上記表に
含まれておりません。

※栗田工業㈱および国内グループ会社（19 社）の実績を集計してい
ます。
　水処理装置の製造量については、把握が困難なため、上記表に含
まれておりません。

IN OUT

リサイクル量

リサイクル率
68.1%

1,784t

CO2排出量

一般廃棄物

産業廃棄物

特別管理産業廃棄物

22,505t

PRTR管理物質

0.7t

334t

10,470t

16,091t

※栗田工業㈱のみの実績です

調達 製造 納品 お客様の
使用 水質診断

設計 調達 組立・据付 試運転 お客様の使用

現地調査 評価試験 浄化 モニタリング

メンテナンス

受入 洗浄 納品 お客様の使用検査
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「自己変革」の側面

イオン交換樹脂の再生塔

「モジュール化」による水処理装置を製造

　静岡事業所で発生する環境負荷は、①オフィスの空調
や工場の設備・機器類の稼働に伴う電力、②水処理装置
の製造に伴って発生する、機器類の梱包材、金属・プラ
スチックくず、③イオン交換樹脂の精製に伴って発生す
る排水、廃樹脂です。
　装置製造の面では、さまざまな機器で構成される水処理
装置の「モジュール化」による CO2排出量と廃棄物量の 

削減を推進しています。具体的には、省スペース化と軽
量化による原材料削減と、運搬に必要な燃料の削減、製
作期間の短縮による電力量削減に取り組んでいます。
　一方、イオン交換樹脂の精製は、純水装置の性能を左
右する重要な原材料であるイオン交換樹脂を、お客様に
代わって精製処理するものです。お客様の環境負荷低減
に貢献するとともに、効率的な精製処理による化学物質
使用量の削減と、処理に伴って発生する排水の再利用に
より、環境負荷低減に取り組んでいます。

生産工程での環境負荷を低減

クリタグループの主力商品の一つである水処理装置の設計・製造と、イオン交換樹脂の精製

の拠点である静岡事業所。CO2排出量と廃棄物量の数値目標を設定し、これらの削減に向け

た取り組みを推進しています。

事業活動を通して発生する C O 2 排出量と
廃棄物量の削減に継続して取り組む

イオン交換樹脂の再生排水は回収して再利用

特集
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社員が十分に理解し、自発的に
環境改善活動に取り組んでいます
　環境改善活動は、社員に押し

付けるものではなく、社員が十

分に理解した上で自発的に取り

組むものだと考えています。そ

こで私は、まずは職場を自分の

家庭に置き換えて考えることを

訴えています。また、ここ数年

は毎年のように多くの社員が当

事業所に異動してきますので、

当事業所の環境改善活動の考え方と取り組み内容につい

て理解するための環境教育にも力を入れていかなければ

ならないと考えています。

　一方、静岡事業所は 1996年の開設から 12年が経過

していますので、設備の老朽化による環境事故というリ

スクが大きくなってきました。環境事故を予防するため、

中長期の修繕計画を策定し、着実に実行していきます。

　近年、設計・工事部門の移転により静岡事業所に勤務
する社員も増え、総人員数は 2005年度の 310人から
2007年度は 480人となり、それに伴ってオフィスでの
電力量も増大しています。
　静岡事業所では、エネルギー使用量のおよそ 70%が
電力であり、その大半が空調設備であることから、CO2

排出量を削減するために屋外機 41台、室内機 107台を
省エネルギータイプに更新しました。
　また、静岡事業所で開かれる主要会議では従来の紙の
資料配布をやめ、パソコンやプロジェクタなどのOA機
器を使うことでペーパーレス化を図っており、2008年
度は紙使用量を年間およそ 400kg低減する予定です。

　廃棄物については、有価物化の拡大による排出量の削
減に取り組みました。まず、水処理装置の製造工程から
発生する金属くずは、分別を徹底し、排出量 18.3tの

97%にあたる 18.0tを有価物化しました。
　また、イオン交換樹脂の再生過程で発生する、精製不
能となった樹脂についてリサイクル化を進めました。従
来、廃樹脂は汚泥として処理していましたが、2007年
度は廃樹脂 77.1tの 83%にあたる 64.0tをセメント原
料としてリサイクル化しました。

※静岡事業所の環境負荷実績データの詳細は http://www.kurita.co.jpをご覧ください。

有価物化、リサイクル化のため、分別収集を徹底

省エネルギー設備の導入による
CO2 排出量削減に取り組む

金属くずの 97% を有価物化、
廃樹脂の 83% をリサイクル化

水処理装置の設計・製造とイオン交換樹脂の精製拠点である静岡事業所

静岡事業所長
有馬 正浩

2006年度 2007年度 前年度比

CO2排出量 1,784t 1,901t ＋6.6%

廃棄物量 319t 314t ー1.5%

■環境負荷実績データ
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　2007年度低公害車導入状況の内訳

69

160

471

31

182

低公害車導入状況

合計 913台

ハイブリッド車

☆☆☆☆

☆☆☆

☆☆

その他

2 0 0 7 年度の主な取り組み

オフィスの統合による電力量の削減
　クリタでは、CO2排出量削減策の一つとして、本社
各フロアのレイアウト見直しと、書類削減による収納什
器の削減をすすめ、従来は本社と分室の 2カ所に分かれ
ていたオフィスを本社に統合することが可能となりまし
た。この結果、電力量を前年度比で 30%以上削減しま
した。

C O 2 排出量の推移と削減策

　2007年度のクリタグループの CO2排出量は、22,505t

と 2006年度比で 0.5%増、売上高百万円あたりの原単
位排出量としては 109.8kgと前年度同期比 3.3%減と
なりました。排出量の増加は、事業拡大に伴う電力、ガ
ソリン、重油などのエネルギー使用量の増加によるもの
です。
　2007年度は、全体のおよそ 65%を占める電力量削
減のため、照明のインバーター式蛍光灯への転換や省電
力型空調設備への更新を実施するとともに、2005年か
ら導入したクールビズ・ウォームビズの実施による設定
温度の変更などを実施しました。
　また、全体量の 14%と 2番目に割合の大きい社有
車のガソリン使用量削減を目的として、ハイブリット車
の導入を推進するとともに、公共交通機関の利用促進と
遠隔地駐車場の新設によって移動距離の短縮を図りま
した。

クリタグループでは、オフィスや事業所での電力量削減をはじめとするさまざまな省エネルギー
策の実施により、C O 2 排出量の削減に取り組んでいます。

C O 2 排出量の削減

　CO2排出量の推移

（年度）

排出量（t） 原単位排出量（kg/百万円）

200720062005
0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30

60

90

120

150
21,937 22,398 22,505

126.3 113.6 
109.8

※☆☆☆☆は、「低公害車等排出ガス技術指針」および「低排出ガス車認定実施要領」により、
自動車排出ガスのうち NOx、PM等の有害物質の排出が 2000年基準排出ガスレベルより
75%低減されている自動車。☆☆☆は同 50%、☆☆は同 25%。
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　廃棄物量の推移

（年度）

排出量（t） 原単位排出量（kg/百万円）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

200720062005

30

60

90

120

150

180

13,699

26,89525,954

78.9

131.6 131.3

廃棄物量の推移と削減策

　2007年度のクリタグループの廃棄物量は、26,895t

と 2006年度比で 3.6%増、売上高百万円あたりの原単
位排出量としては 131.3kgと前年度同期比 0.3%減と
なりました。排出量の増加は、クリタグループの廃棄物
量の 89%を占めるクリテックサービス㈱の事業拡大に
伴う廃棄物量の増加が大きな要因です。削減策としては、
脱水ケーキのリサイクル化や廃液の回収・再利用を実施
しました。
　また、水処理薬品の製造拠点である江川・赤穂事業所
では、2007年度から電子マニフェストによる廃棄物の
適正管理を実施しています。さらに、2008年度から義
務付けされるマニフェストの報告に対応するため、クリ
タの全拠点で電子マニフェストを運用できるよう、管理
体制を整備しました。

2 0 0 7 年度の主な取り組み

　クリテックサービス㈱は、生産工程で使用する薬液の
リユースによる廃棄物量削減策を実施しました。従来、
廃棄物としていた廃液を固液分離させることによって薬
液を抽出し、生産工程で再使用を開始しました。これに
より薬液の使用量を 2008年度は 2006年度比で 40%

削減する見込みです。
　また、クリタグループで水・大気・土の環境分析を事
業としているクリタ分析センター㈱では、分析終了後に
大量に発生する分析用サンプルの容器について、およそ
10,000本（650kg）をプラスチック原料としてリサイ
クル化しました。

クリタグループでは、オフィスからの什器をはじめとする一般廃棄物や水処理薬品製造工場な
どから発生する産業廃棄物について、 3 R（R e d u c e、R e u s e、R e c y c l e）による排出量の
削減を推進しています。

廃棄物量の削減

クリタ分析センター㈱では、サンプルの容器を粉砕しリサイクル化している
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品開発のために新たに選定する化学物質については、計
画段階で「薬品安全性審査委員会」において製造、使用
（輸送・取り扱い）および使用後の環境影響の、3つの側
面から薬品の安全性を審査し、採用の可否を判断してい
ます。

策を実施しました。具体的には、保管棚や実験台を壁
や床に固定した実験室を転倒防止対策のモデルルームと
し、実験室ごとの責任者が中心となって他の実験室へ水
平展開を行いました。
　今後も適正な化学物質管理のため、継続的に改善策を
実施していきます。

化学物質の管理

　化学物質を管理・使用する拠点では、環境改善活動推
進責任者および内部監査による定期的な状況調査を行
い、保管・使用状況を把握するとともに、保管場所の改
善や緊急事態への対応訓練も実施しています。
　また、水処理薬品の新商品、または現有商品の代替商

2 0 0 7 年度の主な取り組み

転倒防止対策を実施
　クリタ開発センターでは、新技術・新商品の開発のた
め、さまざまな化学物質を取り扱っています。
　2007年度は、地震発生時に薬品保管棚や実験台など
が転倒した際に、化学薬品の飛散によって社員が負傷し
たり、センター外へ流出することで環境汚染を引き起こ
したりすることを防ぐため、転倒防止を目的とした補強

PRTR法の第一種指定化学物質の管理
　クリタグループでは、主に水処理薬品の原料として「特
定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の
促進に関する法律（以下、PRTR法）」の第一種指定化学
物質を 15物質、取り扱っています。これらの物質に関
して、年間使用量、排出量、移動量を把握・管理すると
ともに、排出量と移動量の削減に取り組んでいます。
　なお、2007年度の排出量と移動量は表の通りです。

55ヵ所の拠点で化学物質管理状況の実態調査を実施
　2007年度は、クリタグループの 55ヵ所の拠点で、環
境改善推進部会による化学物質の管理状況に関する実態
調査を実施しました。その結果、拠点により社内規定で
ある「化学物質管理要領書」の整備や保有薬品のMSDS

の保管といった改善点が見つかりました。これらの拠点
については既に是正措置をとるよう指導しています。
　なお、2008年度は 24ヵ所の拠点で実態調査を実施
する予定です。

化学物質管理の徹底

クリタグループでは、主に水処理薬品の製造拠点や研究開発拠点、機器・イオン交換樹脂の精
製拠点で化学物質を保管・使用しています。これらの化学物質に関して、社員の安全確保と法
令順守の観点から、適正管理に取り組んでいます。

第一種指定化学物質の排出量と移動量

排出量

大気への排出 74.8kg

公共用水域への排出 －

当該事業所における土壌への排出 －

当該事業所における埋立処分 －

移動量
下水道への移動 325.7kg

当該事業所の外への移動 257.8kg

化学物質が適正に管理されていることを実態調査で確認
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環境保全コスト 

環境保全効果 経済効果 

対象分野 環境対策および主な取り組み内容
2007年度 2006年度

投資額
（百万円）

費用額
（百万円）

投資額
（百万円）

費用額
（百万円）

1. CO2排出抑制 老朽設備更新に伴う省エネ性能の高い設備の導入など 130.6 27.6 48.3 32.2 

2. 廃棄物排出抑制 廃棄物削減のための設備導入など 102.7 128.1 15.0 123.5 

3. 化学物質対策 化学物質管理に関する人件費や外部団体加入費用 0 16.8 0 18.4 

4. 大気環境保全 作業環境改善のための排気設備導入など 111.0 25.6 53.0 22.3 

5. 水環境保全 事業量増大に伴う排水処理設備の増強など 159.1 201.1 8.1 192.1 

6. 土壌環境保全 事業所内排水溝の整備など 2.6 4.2 0.8 0.8 

7. その他 環境関連情報開示費用、財団法人クリタ水・環境科学財団への寄付、
ISO更新審査費用など 0 77.4 4.9 71.4 

合　計 506.0 480.8 130.1 460.7 

環境負荷 環境保全効果

2007年度 2006年度 前年度比 排出削減量

co2排出量 t 22,505 22,398 +0.5% -107

内訳 電力 MWh 38,128 37,241 +2.4%

ガソリン ㎘ 1,337 1,370 -2.4%

軽油 ㎘ 248 207 +19.8%

灯油 ㎘ 475 456 +4.2%

Ａ重油 ㎘ 765 835 -8.4%

LPガス m3 7,270 6,594 +10.3%

都市ガス m3 19,236 22,557 -14.7%

冷水 GJ 4,029 4,933 -18.3%

蒸気 t 768 747 +2.8%

上水 m3 231,338 297,854 -22.3%

中水 m3 5,919 5,468 +8.2%

地下水 m3 582,434 473,128 +23.1%

コピー用紙 t 157 167 -6.0%

廃棄物量 t 26,895  25,953  +3.6% -942 

内訳 一般廃棄物 t 334 299 +11.7%

産業廃棄物 t 10,470 10,121 +3.4%

特別管理産業廃棄物 t 16,091 15,533 +3.5%

リサイクル量 t 1,784 2,052 -13.1% -268

内訳 廃酸・廃薬品 t 1,239 1,517 -18.3%

古紙類 t 171 181 -5.5%

廃プラスチック・金属類 t 267 279 -4.3%

その他 t 107 75 +42.7%

リサイクル率 % 68.1 67.6 －

金額（百万円）

費用削減額 -45.3

処理費削減額 -63.0

有価物収入 0.9 

合　計 -107.4

環境会計の集計について

集計期間：2007 年 4 月 1 日～ 2008 年 3 月 31 日
集計範囲：環境保全コスト＝栗田工業㈱、クリテックサービス㈱、㈱クリタス
　　　　   環境保全効果・経済効果＝クリタグループ
集計の考え方：
　1. 環境省「環境会計ガイドライン（2005 年度版）」に準拠して集計しています。
　2. 環境保全コストの費用額には、過年度の環境設備投資（環境配慮型設備）の減価償却や環境改善効果のために要した人件費を含みます。
　3. 直接的な把握が難しい項目については、環境改善に関する割合を按分して算出しています。

〔注記〕    
①リサイクル量の集計対象は栗田工業㈱のみとしています。    
②リサイクル率は栗田工業㈱の廃棄物量（2006年度：3,034t、2007年度：2,618t）に対する割合で算出しました。
③廃棄物は ｢一般廃棄物｣ ｢産業廃棄物｣ ｢特別管理産業廃棄物｣ の 3区分で把握し、対価を得て ｢有価物｣ として引き取り処分したものは廃棄物量に含みません。
④廃棄物業者がリサイクル目的で引き取り処分したものは廃棄物として把握しました。
⑤経済効果は、排出削減量に 2008年 3月時点の単価を乗じて算出しました。  

2004 年度から環境会計を導入し、環境保全コストとその効果を把握し、環境効率の改善に努めています。

環境会計
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環境意識向上・ ISO14001・法令順守

環境意識向上・ I S O 1 4 0 0 1・法令順守

クリタグループでは、環境改善活動の主体となる社員の環境意識の向上を図るため、継続的な教育・研修を実

施しています。また、環境関連法規の順守に努めています 。

環境改善通信「エコかわら版」の発信
　クリタグループ社員の環境に対する意識向上および
環境改善活動の促進を目的として、2007年 10月から
環境改善通信「エコかわら版」を発行し、社内 LANの
掲示板を通して毎月 1回発信しています。
　2007年度は CO2排出削減等、顧客環境改善効果の
環境改善項目を毎月一つずつテーマとして取り上げ、
各項目に関連する一般的なキーワードとクリタのお客

社員研修の実施
　クリタのプラント事業本部では、2007年 10月から
12月にかけて管理職など 240名を対象に、環境改善
活動説明会を実施しました。
　また、ケミカル事業本部では、2008年 2月に新入

　環境改善活動の一環として、クリタの環境負荷の高
い事業所やグループ会社においては、ISO14001を認
証取得し、環境マネジメントシステムを構築・運用し
ています。

様における環境改善事例等を併せて紹介することで、
事業活動と環境改善活動のつながりを分かりやすく示
しました。
　京都議定書の第一約束期間が始まる 2008年度は、
京都議定書に関わる情報を中心に発信し、引き続き社
員の理解促進を図っていきます。

社員向けに環境改善活動をテーマとした研修を実施し、
17名が参加しました。
　なお、クリタグループにおける主な環境関連教育の
実績は下表の通りです。

事業活動に関係する主な環境関連法規

環境意識向上の取り組み

ISO14001 取得状況

環境関連法規制の順守

研修などの名称 人数 時期 対象

異常事態対応教育・訓練 200 2007年4月～2008年1月 クリテックサービス㈱

ISO14000に関する環境教育  15 2007年6月 栗田工業㈱山口事業所

環境改善活動説明会 240 2007年10月～2007年12月 栗田工業㈱プラント事業本部

緊急時対応訓練  31 2007年12月 栗田エンジニアリング㈱

1年次まとめ研修（環境改善活動）  17 2008年2月 栗田工業㈱ケミカル事業本部

■主な環境関連教育実績（2007年度）

・水質汚濁防止法  ・省エネルギー法  ・下水道法
・騒音規制法  ・振動規制法  ・毒物及び劇物取締法
・大気汚染防止法  ・廃棄物処理法  ・消防法

会社名 事業所名 審査登録機関名 取得日

栗田工業㈱
江川、赤穂 JCQA 1997年3月24日

静岡、山口、豊浦 LRQA 1998年7月1日

㈱クリタス LRQA 2000年2月25日

クリテックサービス㈱ JSA 2003年2月14日

クリタ・ビルテック㈱ JSQA 2002年3月25日

クリタ・ケミカル大分㈱ JACO 2002年6月26日

　クリタグループでは、環境関連法規の法令情報を定
期的に監視して順守することに努めています。
　2007年度は、環境に関わる罰金・科料は受けていま
せん。その他、社外に影響をおよぼす大きな事故の発
生などもありませんでした。
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　財団法人 クリタ水・環境科学振興財団は、科学技術
の振興により、豊かな水と地域環境の創造に寄与する
ことを目的に設立され、活動を展開しています。クリ
タは同財団への支援を通して、「水と環境」に関する科
学分野における調査・研究および国際交流を助成して
います。2007年度は 370件の応募の中から 49件を
採択し、研究助成を行いました。
　2007年度からは新たに、「クリタ水・環境科学研究
優秀賞」を創設。これは、過去の研究助成者を対象に、

　クリタ開発センターでは、企業市民活動として、小・
中学校の見学会を受け入れています。2008年 2月 8

日には、センターのある野木町の野木町立野木中学校
の生徒 22名が、「総合学習」の一環として、社会の仕
組みや働くことの意義などについて学ぶことを目的に
訪れました。
　クリーンルームや、実験室、排水処理施設などを見
学し、クリタの事業内容や、歴史について理解すると、
生徒たちからは、「水と環境の技術で、海外にも事業展

　指定管理者として、盛岡市クリーンセンターのごみ
焼却による余熱を利用した健康増進センター「ゆぴあ
す」を運営管理している㈱クリタス盛岡東事業所では、
2007年 11月、地域との協働
を目的として、施設周辺道路の
清掃活動を行いました。クリー
ンセンターの方々や「ゆぴあす」
利用者の皆様をはじめ、地域の
町内会、子供会、敬老会などに
も参加を呼びかけ、当日は 64名
もの方にご参加いただき、ごみ

拾い作業にともに汗を流しました。
　盛岡東事業所では、これからも同様の活動を継続的
に行い、地域に貢献していきます。

開をしていることに驚いた」「水をきれいにするのが大
変なことがわかった」などの感想が寄せられました。
　今後も見学
内容を充実さ
せ、地域との
交流を深めて
いきます。

その後の研究活動で優れた成果を上げている研究者に
贈られるもので、5名の研究者が選ばれました。
　贈呈式では、藤野社長から「できるだけ早く研究の
成果を出し、持続可能な社会の構築に貢献してほしい」
と期待を述べるとともに、今後も財団に対する支援を
約束しました。
　また、同財団は 2007年度から海外における水・環
境に関わる研究調査に着手し、国内外の水・環境研究
情報ネットワークの構築を目指していきます。

社会貢献活動

企業市民の一員として、社会に貢献する研究をバックアップするとともに、地域社会の活動にも貢献します。

㈶クリタ水・環境科学振興財団を通して 49 件の調査・研究、国際交流に助成

クリタ開発センターで見学会を実施

㈱クリタス盛岡東事業所が清掃活動

センターの概要について説明を聞く生徒たち

ごみ拾いにご参加いただいた方々
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第三者意見

より信頼性の高い情報を継続的に開示し、環境経営の質向上を図るため、2004 年度より株式会社環境管理会計研
究所（IEMA）から第三者意見をいただいています。

第三者意見

１．意見書の目的
栗田工業の事業と関係のない第三者として、同社が作成する「環境報告書 2008」に記載されている環境経営活動の評価を
行うことにより、報告書の信頼性を高めることを目的として所見を述べます。

２．実施した手続き
クリタグループの環境経営活動がどのように計画され実行されているのか、その結果であり開示情報の基礎でもある環境パフォー
マンスデータがどのように評価され利用されているのかについて、藤野宏代表取締役へのインタビューをはじめ、本社担当者へ
の質疑、山口事業所を視察し質疑を行いました。また顧客環境改善効果が認められた顧客企業を訪問しました。本社および山
口事業所においては、公表される数値の根拠資料について定められたシステムどおりの作業が行われているか、必要に応じて
財務監査の手続きに準拠した手法を用いて基礎的な審査をしました。

３．評価意見
「水と環境」を中心とした栗田工業の環境経営は、新技術・新製品の開発による環境改善、自社内環境改善および顧客に於け
る環境改善を評価する仕組みを築き上げています。2007 年度は、環境改善活動をグループ全体へと浸透させ、環境データ収
集に基づきグループ全体の成果を評価できる仕組みが一層整備されました。栗田工業の環境改善活動の基盤は、2007 年度で
ほぼ確立されたと思われます。このような基盤整備は、高く評価できます。2007 年度の活動結果は、事業活動の拡大にともない、
一部未達の項目も認められますが、概ね目標を達成されています。今後は、「環境のクリタ」のブランドを一層強固にするためにも、
より高次な環境経営活動への挑戦が必要だと思われます。そのためには、環境と事業を目標レベルでも緊密に結びつけ、環境
目標の達成が事業成果の拡張と連携するような仕組みを構築し、今後の事業拡大等、事業環境変化に対応できる新しい環境
経営体制が必要と思われます。また、環境改善効果の把握をより確実なものとして、オペレーションへ落とし込む制度的な仕組み
の構築も重要です。これらの課題を、2009年度から始まる中期経営計画の策定で検討されることが望まれます。なお、環境パフォー
マンスデータの算出について、上記の手続きに従って基礎的な審査をした範囲では重大な間違いは認められませんでした。

＜栗田工業グループの環境改善活動＞
2007 年度は山口事業所を訪問し、環境改善活動について関係者にインタビューするとともに活動を確認しました。CO2および廃
棄物の削減、化学物質および排水の管理に取り組まれ、目標もほぼ達成されていて、山口事業所では ISO14001によるEMS
がうまく機能していることが確認できました。栗田工業グループの環境改善活動の今後のステップアップには、すべての組織構成
員が一丸となって、より高い目標へむけた取り組みが必要になります。今後は、環境に関する意識の向上へ向けたグループ全体
での取り組みが期待されます。

＜顧客企業の環境負荷削減への貢献＞
顧客企業を訪問し、栗田工業の技術および製品に関する顧客のインタビューを実施しました。その結果、栗田工業に対する顧
客の高い評価を獲得し、本業を通じて社会貢献していることが確認できました。このように、栗田工業では、製品や技術提供を
通じて顧客企業における環境負荷を低減しています。そして、この改善効果を定量的に把握し、顧客環境改善活動成果として
開示しています。事業を通じての顧客環境改善効果を評価する取り組みは、先駆的なものであり、この考え方は評価できるもの
ですが、その前提として顧客環境改善効果の確実かつ網羅的な情報収集による評価が必要です。2007 年度は多くの項目で昨
年度実績を下回りました。これは環境改善データが、案件申請型による収集であることに起因するようです。これを向上させるた
めには、顧客改善効果を事業目標と連携させてグループ全体に十分に周知させる教育が必要です。これらの取り組みを確実な
ものとすることで、より高いパフォーマンスを達成されることを期待します。

環境経営評価意見書
栗田工業株式会社　御中 2008 年 7 月 29 日

株式会社　環境管理会計研究所

國部克彦（神戸大学大学院教授／取締役）

梨岡英理子（取締役／公認会計士・税理士）
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　2008年 7月 22日、クリタグループの環境改善活動の
第三者評価を担当した株式会社環境管理会計研究所の取
締役で神戸大学大学院教授の國部克彦氏と、藤野社長の
対談が行われました。
　当日は、「持続可能な社会の実現に向けたクリタグルー
プの役割について」「2007年度の環境改善活動の総括と
評価」「クリタグループの今後の取り組みについて」の 3

つのテーマに関して、意見交換をしました。その中で國
部教授は、クリタグループが取り組んでいる環境改善活
動について、「水と環境の事業を通して環境改善に貢献す
るというビジネスモデルはわかりやすく、社会に与える
影響も大きい」と評価されました。そのうえで、「今後は
顧客環境改善効果の実績収集の仕組みをさらに充実させ、
事業計画と環境改善活動を連動させることや、社員が成
果を実感し評価される仕組みをつくり、さらなる行動に
結びつけることが必要」と提言されました。
　これを受けて藤野社長は、「これまでは 3つの側面で環
境改善活動を推進していく仕組みと体制づくりに努めて
きました。これからは構築した仕組みに沿って PDCAサ
イクルを確実に回していくとともに、顧客環境改善活動
においては、環境改善に貢献する商品の拡大とお客様へ
の提案の促進に取り組みます」と応えました。
　クリタグループは、今後も社外からの意見を積極的に
取り入れ、環境改善活動の充実を図ります。

※今後の方針については、本報告書 P.3-4の「社長メッセージ」をご参照ください。

國部教授と藤野社長が環境改善活動について対談を行いました

株式会社環境管理会計研究所（IEMA）

企業の環境経営をサポートするために起業した大学発のベ
ンチャー企業です。環境経営・CSR経営の最先端技術の研究・
教育・開発およびそのコンサルティング、環境・CSR報告

書のコンサルティングを主な業
務としています。

神戸大学大学院
経営学研究科　教授
IEMA取締役
國部 克彦氏

［略歴］
大阪市立大学大学院経営学研究科修了。
博士（経営学）。2001年より現職。
2003年研究成果活用企業「環境管理会
計研究所」創設。経済産業省「マテリ
アルフローコスト会計開発普及事業委
員会」委員長、環境省「環境報告書ガ
イドライン検討委員会」委員等を歴任。
著書に『環境経営・会計』（有斐閣）な
どがある。



栗田工業株式会社
経営企画室　企画部

〒160-8383　東京都新宿区西新宿三丁目 4番 7号
TEL：03-3347-3524

FAX：03-3347-3099

URL：http://www.kurita.co.jp
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