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環境改善に寄与する
新商品、新技術の開発による
資源循環型社会の実現

商品、技術、サービスの提供による
お客さまの環境改善の実現

業務の改善、工夫による
3Rを実践し環境負荷を低減
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編集方針
　本報告書は、「環境改善活動基本方針」に基づく3つ
の側面（「社会ニーズ」の側面、「お客さまニーズ」の側面、

「社内変革」の側面）における環境改善活動の実績や活
動内容などを、ステークホルダーの皆さまに包括的に
ご理解いただくために発行しました。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）」
を参考としています。
　なお本報告書に記載されている会社名および商品
名は、クリタグループまたは該当する各社の商標また
は登録商標です。

　クリタグループは栗田工業（株）、子会社40社および
関連会社1社により構成されています。事業区分とし
ては水処理薬品類の製造・販売およびメンテナンス・
サービスの提供を行う水処理薬品事業と、水処理装置
類の製造・販売およびメンテナンス・サービスの提供
を行う水処理装置事業の大きく2つに区分できます。
　私たちは「“水”を究め、自然と人間が調和した豊かな
環境を創造する」という企業理念のもと、半世紀以上に
わたり水処理のリーディングカンパニーとして産業と社
会の発展に貢献してきました。「環境の世紀」といわれ
る今世紀においても、最新の商品・技術・サービスを
駆使し、必要な質と量の水を、必要なとき、必要な場
所に提供する「先進的マネジメント」を実現し社会に貢献
していきます。

　企業理念に基づき「社会ニーズ」「お客さまニーズ」「社内変革」の3つの側面での環境改善活動を通して、企業の
成長と「水と環境」の課題解決に継続して取り組んでいます。

商 号

所 在 地
資 本 金
代 表 者
創 立
決 算 期
従業員数

栗田工業株式会社
（Kurita Water Industries Ltd.）
東京都新宿区西新宿三丁目4番7号
13,450,751,434円
代表取締役社長　中井 稔之
1949年7月13日
3月31日（年1回）
4,490名（連結）1,523名（単体）

（2011年3月31日現在）

“水”を究め､
自然と人間が調和した
豊かな環境を創造する｡

水と環境の
先進的マネジメント企業

クリタグループは、
企業理念に基づく事業活動を行うことにより、

「水と環境」の課題解決に取り組み、
広く社会に貢献する。

1．環境改善に寄与する新商品､ 新技術の開発に取り組み､ 資源循環
型社会の実現に貢献する。

2．「生産性向上」､「環境負荷低減」､「創エネルギー」をテーマに商品､
技術､サービスの提供に取り組み､お客さまの環境改善を実現する。

3．事業活動を行うにあたっては業務の改善､工夫により、3R（Reduce、
Reuse、Recycle）を日々実践し､ 環境負荷を低減する。

企業理念

企業ビジョン

環境改善活動基本方針

活動指針

3つの側面での環境改善活動を推進

プロフィール

会 社 概 要

Contents

対象範囲：栗田工業と国内グループ会社
報告期間：2010年4月1日〜 2011年3月31日
ただし、2011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。

環境改善活動の基本的な考え方
企業理念に基づき「環境改善活動基本方針」を制定し、持続可能な社会の実現に向けて、取り
組みを展開しています。
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トップ対談

「水と環境」の分野における事業を通して、
環境問題の解決に貢献していく
創立以来62年にわたり「水と環境」の分野で事業を展開してきたクリタグループの目指すことは
何か、環境経営の専門家である神戸大学大学院経営学研究科教授 國部 克彦氏と栗田工業株式
会社 代表取締役社長 中井 稔之との対談を通してお伝えします。

國部 　東北地方を中心に甚大な被害をもたらした東日
本大震災は、日本の経済にも大きな影響を及ぼしまし
た。「事業継続の確保」はCSRの観点からも重要な課題
ですが、クリタグループにおいてはこの度の震災でど
のような影響がありましたか。
中井 　当社グループのことをお話しする前に、大震災
でお亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り
申し上げるとともに、被災された皆さまとそのご家族
の方々に謹んでお見舞いを申し上げます。
当社グループに関しましては幸いにも人的被害はなく、
施設についても大きな被害はございませんでした。事
業継続の確保については従来からリスクマネジメントに
おける重要なテーマと捉えており、取り組みを行って
きましたが、今回の震災を契機に、喫緊の課題として
見直しを行っています。
國部 　事業継続の確保においてはサプライチェーンが
重要なキーワードとなります。サプライチェーンの回復

やお客さまの支援についてはどのような対応を取られ
ましたか。
中井 　多くのお客さまが工場の施設や設備において
深刻な被害を受けられましたので、グループをあげて
復旧を支援させていただいています。具体的には、水
処理薬品事業では、お客さまへの水処理薬品の安定供
給に向けて商品の製造と物流の確保に取り組み、水処
理装置事業ではお客さまの工場の早期稼働に向けて
水処理設備の復旧対応に取り組んでいます。
また被災地への支援として、私たちの商品であるパッ
ク詰め飲料水の提供や、海水淡水化装置による避難所
への生活用水の供給などを実施いたしました。
國部 　企業の特性を活かし、本業を通して復旧に貢献
することは、環境経営の面からも重要なことだと思い
ます。
中井 　生産設備が復旧しても水がなくては生産できま
せんし、電力についても主要な発電方法では水を蒸気
にしてタービンを回していますので、水なくしては発
電もできません。私は今回の震災で、当社グループの

事業基盤である「水」の重要性を改めて感じるとともに、
「水と環境」の分野を事業領域とする当社グループの
社会的責任の大きさを強く認識させられました。

國部 　中井社長は環境経営を推進していく上での課題
をどのように捉えていますか。
中井 　私たちの環境改善活動は、自社内での環境負荷
低減だけでなく、環境改善に寄与する新商品、新技術
を開発し、事業を通してお客さまの環境改善を実現する

「顧客環境改善活動」に取り組んでいることが大きな特
徴です。
自社内での取り組みについてはグループ全体での活
動が定着したと思いますが、私たちが力を入れてい
る顧客環境改善活動をさらに発展させるためには「グ
ループ会社での推進」と「グローバル対応」が課題であ
ると考えています。
國部 　活動をグループ会社へ展開することは環境マネ
ジメント上重要なことですが、推進していくことは意外
に難しいことです。会社の風土や事業内容を考慮して、
推進方法を工夫する必要があります。
中井 　水処理薬品事業についてはグループ会社にお
いても栗田工業と同じ仕組みで運用することが可能で
す。しかしながら、環境改善効果を定量的に把握する
ことが難しい事業もあるのが現状です。私たちのほぼ
全ての商品・技術・サービスがお客さまの環境改善に
つながっているので、提案する全ての案件において環

境改善効果を把握できる仕組みの整備が必要であると
考えています。
國部 　もう一つの課題であるグローバル対応について
はいかがですか。
中井 　「グローバル事業の拡大」は中期経営計画の重点
施策の一つであり、また震災による原発事故に伴う国
内の電力問題もあって、生産工場の海外移転が加速し
ていくものと考えられるので、顧客環境改善活動のグ
ローバル化は私たちにとって必然です。海外では、国
によって電力のCO2換算係数が日本と違うなどの事情
があります。
國部 　そこは顧客環境改善効果を国別に捉えるなどの
工夫が必要でしょうね。ただ、世界的に見ると環境問
題としてはCO2削減と並んで「水の浄化」「水の再利用」
ニーズがとても高いのです。顧客環境改善活動という
レベルを超えた大きな問題ですが、クリタグループは

「水と環境」の分野でさまざまな技術、商品をお持ち
ですし、新商品、新技術の開発にも積極的に取り組ん
でおられます。グローバル化の推進により、地球全体
の環境改善という大きな目標に取り組んでもらいたい
と思います。
中井 　私は、地球規模の水問題の解決には、必要な質
と量の水を必要なときに使えるようにする「水のマネジ
メント」が有効であると考えています。私たちは、私た
ちにしかできない「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により、今後も社会に貢献し
てまいります。

2011年7月実施

事業を継続し、社会的責任を果たす

企業ビジョン「水と環境の先進的マネジ
メント企業」の実現を目指す

神戸大学大学院
経営学研究科 教授
國部 克彦 氏

栗田工業株式会社
代表取締役社長
中井 稔之
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「社会ニーズ」の側面での取り組み
「水と環境」の課題解決につながる新商品、新技術の創出に取り組んでいます。

「社会ニーズ」の側面での取り組み

生産性向上、環境負荷低減、創エネルギーの
3つのテーマで研究開発を推進 主な新商品、新技術のご紹介

　「社会ニーズ」の側面では、社会的な環境問題の
抜本的な解決につながる新たな商品、技術の創出
に取り組んでいます。
　実績は、「開発件数」と「顧客環境改善効果」で把
握しています。

環境改善に貢献する新商品、
新技術開発件数の推移

新商品による顧客環境改善効果

〉〉〉
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　工場での加熱、加湿用からオフィスビルでの空調用ま
で幅広く使用されている蒸気は、ボイラにより水を加熱
して発生させています。その際、水中に含まれるシリカ
などは蒸発せずボイラ内に残留するため、徐々に濃縮し
てボイラの内側に「スケール」として付着します。スケー
ルは水への熱伝導を阻害するため、エネルギーロスに
つながるだけでなくボイラそのものを損傷するなどさ
まざまな障害を引き起こします。そのためボイラ水の
一部を排出（ブロー）して新たに水を補給する必要があ
り、それに伴って補給水を加熱する燃料が増加するため、
その削減が課題となっていました。
　これに対し栗田工業は、シリカの分散効果に優れる新
規ポリマーを適用し高濃縮を可能とするボイラ薬品を開
発しました。本薬品は、ボイラ水中のシリカを従来品の
2倍以上に濃縮することができるため、ブロー量を大幅
に削減することが可能となり、燃料使用量の削減に貢献
します。
　本薬品は既にさまざまな業種のお客さまに採用され、
期待通りの効果を発揮しています。

　メッキ工場では、メッキ被膜の均一化、薄膜化といっ
た電子部品の高品質化ニーズに対応するため、厳密な
品質管理が求められています。メッキ処理には銅などの
有価金属を含む溶液を使用していますが、メッキ処理に
より溶液中の有価金属が減少し溶液のイオン構成比が
変化します。製品の品質を維持するために、イオン構成
比が変化した溶液を全量交換する必要があり、それに
伴って大量の廃棄物が発生するという環境面と経済面
の課題がありました。
　これに対し栗田工業は、メッキ溶液中のイオンの選択
分離が可能な「KCDI®-SP」を開発しました。メッキに必要
な有価金属はそのまま残し不要なイオンのみを除去す
ることにより、溶液のイオン構成比を一定に保つことで、
長期間安定して均一なメッキ処理が可能となります。本
装置の導入により溶液の廃棄処分がほぼ不要となるた
め、廃棄物量の大幅な削減が可能となります。
　本装置は既に銅メッキメーカーに採用され、期待通り
の効果を発揮しています。

　有機物を含む排水の処理には微生物を利用すること
が一般的であり、微生物の種類により好気性処理と嫌
気性処理の大きく2つに分けられます。嫌気性処理は
好気性処理と比べ、曝気用動力が不要、発生するメタ
ンガスを燃料として再利用可能、余剰汚泥の発生量が
少ないなど、環境面で大きなメリットがあります。一方、
嫌気性処理には糸状菌が絡み合い直径1〜3mmの粒
状になった「グラニュール汚泥」が使用されていますが、
有機物濃度が低い排水ではグラニュール汚泥を安定し
て維持できないため、低濃度排水には嫌気性処理を適
用できないという課題がありました。
　これに対し栗田工業は、微生物を付着させたプラス
チック製の担体を利用した嫌気性処理装置「バイオセー
バー®TK」を開発しました。担体は微生物の保持能力が
高く、また、適度な沈降性により処理槽内から流出しな
いため、低濃度の有機排水でも良好な処理が可能とな
ります。

ブロー量削減により省エネルギーを
実現する「高濃縮対応ボイラ薬品」

イオンを選択分離しメッキ溶液を
長寿命化する「KCDI®-SP」

低濃度排水にも適用可能な
「バイオセーバー®TK」

イオン選択除去装置「KCDI®-SP」

ボイラ内に白いスケールが付着した状態

薬品によりスケールの付着が防止され、金属の表面が見えて
いる状態

微生物を付着させた担体

環境改善項目 2010年度実績

CO2 2,414t

廃棄物 11,324t

環境負荷物質 525t

水質汚濁物質 14,952千m3

土壌・地下水汚染物質 1千m3
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一世帯が1年間に排出するCO2は、約
4 , 8 5 0 k g ※3といわれています。
119,390tというCO2排出削減量は、約
24,000世帯の1年分に相当します。

クリタグループの商品・技術・サービス

環境改善項目 水処理薬品事業　
水処理薬品類の製造・販売および
メンテナンス・サービスの提供

水処理装置事業　
水処理装置類の製造・販売、メンテナンス・サービス、
アウトソーシング・サービスおよび超純水供給サービスの提供

ボイラ薬品　

CO2

廃棄物

環境負荷物質

水質汚濁物質

土壌・
地下水汚染物質

一世帯が1年間に使用する水の平均使
用量は、約300m3 ※4といわれています。
39 ,585千m3という節水量は、約
131,000世帯の1年分に相当します。

一世帯が1年間に出すゴミの量は約
1,510kg※5といわれています。54,575t
という廃棄物削減量は、約36,000世帯
の1年分に相当します。

競泳用のプールの標準的なサイズは、
5 0m×2 0m×1 . 7mで、容積は
1,700m3。34,332千m3という汚水処
理量は、プール約20,000杯分に相当
します。

1m3の土壌を1.8tとすると、423千m3

という汚染土壌浄化量は、10tトラック
約76,000台分に相当します。

クリタグループは、お客さまの環境改善に貢献する
商品・技術・サービスの提供を行っています。

2010年度 顧客環境改善効果
お客さまの工場・事業所における2010年度「顧客環境改善効果」を報告します。

※1：「社会ニーズ」の側面での顧客環境改善効果も含んでいます。「顧客環境改善効果」の値は実運転ベースではなく、お客さま向けの仕様書や提案書で提示した環境負荷低減量を基に、原則として改善策
の導入前後の環境負荷の差を1年間分の試算値（みなし効果）で把握しています。

※2：CO2換算係数 上水・下水0.65kg-CO2/m3　※3：日本の温室効果ガス排出量データ（1990～2009年度確定値）国立環境研究所 温室効果ガスインベントリオフィス 2011.4.26発表
※4：東京都水道局平成21年度生活用水実態調査における4人世帯の使用量　※5：「環境・循環型社会・生物多様性白書平成22年度版」（環境省 2010.6発行）における一人あたりのゴミ排出量を基に、4人
分を一世帯の量と定義

設備の熱効率の維持・向上による
節水、省エネルギー

冷却水薬品
設備の熱効率の維持・向上による
節水、省エネルギー

プロセス薬品
製造プロセスの生産性向上による
節水、省エネルギー

排水処理薬品
排水処理の過程で発生する
汚泥の削減

用水製造設備　
用水製造設備の性能向上による
省エネルギー

排水処理設備
排水の安定化による水質改善
排水処理の過程で発生する汚泥の削
減・再利用

排水回収設備
排水の再利用による上水、
工業用水の節水

土壌・地下水浄化
土壌・地下水汚染の調査および浄化

顧客環境改善効果※1

CO2排出削減量※2

119,390t　約24,000世帯分
節水量　

39,585千m3　約131,000世帯分

廃棄物削減量

54,575t　約36,000世帯分

環境負荷物質削減量

678t
汚水処理量

34,332千m3　プール 約20,000杯分

汚染土壌浄化量

423千m3　10tトラック 約76,000台分

OCO

棄廃棄

境環境

質水質

壌
下

※1：「社会ニーズ」の側面での顧客環境改善
の導入前後の環境負荷の差を1年間分の

土壌
地下

年間

年間

年間

年間

年間

年間

「お客さまニーズ」の側面での取り組み
クリタグループではお客さまに採用された改善提案による環境負荷低減量を

「顧客環境改善効果」として集計しています。

「お客さまニーズ」の側面での取り組み
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「お客さまニーズ」の側面での取り組み

環境改善事例
「お客さまニーズ」の側面での取り組み

お客さまの工場・事業所での
環境改善事例のご紹介

グンゼグループにおける衣料品製造拠点の一つであ
る九州グンゼ株式会社殿では、同グループの環境憲章
に則り環境負荷削減に取り組まれています。同社宮崎工
場殿では、排水に含まれる染料などの水質汚濁物質を
無機凝集剤により凝集沈殿処理しています。夏期の操
業時には水質汚濁物質が増加するため無機凝集剤の使
用量も増え、それに伴って増加する汚泥発生量の削減
が課題となっていました。

ケミカル事業本部は、無機凝集剤の凝集効果を補う
独自の有機凝結剤の適用と、排水の負荷変動に対して
薬品注入量を自動
制 御 する管 理 方
法を提案しました。
これにより無機凝
集剤を3t/年、汚
泥発生量を2t/年
削減しました。

日本初のウイスキー蒸溜所であるサントリー酒類株
式会社山崎蒸溜所殿では、CO2と廃棄物の削減のため、
排水処理の前段に汚泥発生量が少ない嫌気性処理設備
を採用しており、発生したバイオガスを全量回収し、蒸
気用燃料として利用しています。また、後段の好気性処
理設備との組み合わせにより排水処理の安定化にも取
り組まれています。近年、増産に伴う排水量増加により
好気性処理設備における電力使用量と汚泥発生量が増
加したため、これらの環境負荷を削減することが課題と
なっていました。

プラント事業本部は、既設の嫌気性処理設備を微生
物の高密度化によって高負荷処理を可能とした新たな
設備に更新することを提案しました。これにより好気性
処理設備での電力使
用量等が減りCO2を
695t/年削減すると
ともに、汚泥発生量
を半減しました。

セルロースをはじめさまざまな化学品製造を事業と
するダイセル化学工業株式会社殿では、製品の開発か
ら廃棄に至る全ての事業活動において、環境の保全
と安全の確保に取り組まれています。同社姫路製造所
殿では、廃棄物量削減のため排水処理設備から発生す
る脱水ケーキを乾燥させ肥料としていましたが、CO2

削減の観点から乾燥用燃料である重油の削減が課題
となっていました。

ケミカル事業本部は、脱水ケーキの性状に合った高
分子脱水剤の適用により含水率を低減させることを提
案しました。現場での実機試験を重ね最適な脱水剤を
選定して本格的な運用
を開始し、乾燥用の重
油使用量を削減するこ
とが可能となり、CO2を
499t/年削減しました。

今回の提案では無機凝集剤の削減効果はもちろん、自動制
御装置により水質管理面での不安が軽減できたことも評価
しています。お互いにメリットのあるWin-Winの関係を保
てたと思います。
今後はクリタさんの持つ幅広い水処理技術を活かして、排
水処理だけでなく
ボイラや空調など
の設備においても
環境負荷低減につ
ながる提案をお願
いします。

今回新たに導入した嫌気性処理設備では、適正な運転管理
を徹底したこともあって、水質汚濁物質の除去率が目標と
していた90％を上回る96％となるなど、老朽化により処理
能力が落ちていた旧設備より大幅に改善しました。運転開
始後はトラブルも発生しておらず安定
運転ができています。クリタさんには
排水の負荷変動と処理水質の要因解
析でも協力いただき感謝しています。
今後も継続して環境負荷低減や安定
運転につながる改善提案を期待して
います。

当初提案された使用方法では脱水ケーキの搬送設備が詰
まってしまうほど含水率が低減したため、脱水剤の使用量を
抑えて運用しています。それでも重油削減効果は十分上がっ
ており、肥料の製造コストもエネルギー使用量も削減できる
良い提案だったと思います。
当製造所では世代交代により水処理に詳しい人員が少なく
なったため、クリタ
さんには専門家と
して潜在的な問題
を見つけ出し、解
決策を提案してほ
しいと思います。

排水処理設備に有機凝結剤を適用
九州グンゼ株式会社 宮崎工場殿

高負荷型嫌気性処理設備への更新
サントリー酒類株式会社 山崎蒸溜所殿

脱水ケーキの含水率を低減
ダイセル化学工業株式会社 姫路製造所殿

化学薬品

3t削減
CO2

499t削減
CO2

695t削減
汚泥

2t削減

排水処理設備

高負荷型嫌気性処理設備

汚泥脱水処理設備

お 客 さ ま の 声

お 客 さ ま の 声

お 客 さ ま の 声

〉〉〉

工務二課 課長
深井 武司 様

PE室
中谷 弘則 様

工務グループ
西脇 和之 様

エネルギー部長 近藤 秀樹 様 （左）

エネルギー部 主席部員 角 清美 様 （中央）

エネルギー部 主席部員 鈴木 孝則 様（右）

抵抗器など各種電子部品の製造、販売を主な事業とし
ているKOA株式会社殿では、「循環」「有限」「調和」「豊かさ」
をキーワードに環境負荷低減に取り組まれています。同
社西山工場殿では、老朽化した純水装置の更新にあたり、
同社の環境方針に則り環境負荷低減も同時に実現するこ
とが課題となっていました。

プラント事業本部は、純水装置の給水加温用に重油ボ
イラで発生させた蒸気を使用していることに着目し、工
場内での熱利用状況を調査しました。調査結果に基づき、
製造工程からの冷却水戻り水の排熱を水熱式ヒートポン
プで回収し加温に利用することを提案しました。これによ
りCO2排出量の大きい重油ボイラが不要となり、本設備
導入後の3ヵ月で90t
のCO2を削減すること
ができました。

今回の提案により、重油使用量の削減はもちろん、ヒートポ
ンプにより冷却水戻り水の温度が下がり、既設チラーの稼
動率が大幅に低減し、COP8.4の高効率システムとなり、電
力使用量も大幅に削減できました。また、純水装置そのも
のも従来の2/3という省スペースで、
かつ再生用薬品を使用しないなど、
メリットの多いものでした。今後も
排水処理設備の管理方法の改善や
排水回収など、工場の環境負荷低
減と操業の安定・安心に貢献する
提案をお願いします。

純水装置の加温にヒートポンプを適用
KOA株式会社 西山工場殿

お 客 さ ま の 声

CO2

90t削減

上伊那ビジネスフィールド
業務グループ ラインリーダー
小坂 雅雄 様

水熱式ヒートポンプ



 

11 クリタグループ「環境報告書2011」 12クリタグループ「環境報告書2011」

「お客さまニーズ」の側面での取り組み

環境改善事例

特殊ガラスの製造、販売を主事業とする日本電気硝
子株式会社殿では、事業活動に伴って発生する環境負
荷を製造販売重量に応じて低減する「環境のビジネスプ
ラン」に取り組まれています。同社滋賀高月事業場殿で
は琵琶湖近くに立地していることから、特に水の使用・
排出量の削減を推進しており、既設純水装置のイオン交
換樹脂を化学薬品で再生することにより発生する排水
の削減が課題となっていました。

プラント事業本部は、電気的にイオン交換樹脂を再
生する純水装置への更新を提案しました。これにより
再生排水と再生用化学薬品の両方をゼロとすることが
で き、従 来 に 比 べ
CO2 16t分に相当する
36,000m3/年の再生
排水を削減するととも
に、化学薬品を81t/年
削減しました。

従来は純水装置の再生に塩酸と水酸化ナトリウムを使用し
ていたので、今回の提案によりこれら劇物の取り扱いや保
管時における災害や漏洩リスクもなくなり、安全面でも良い
提案だったと評価しています。また装置の更新と併せて提
案された純水装置の濃縮水を場内で再利用することにより
29,000 m3/年の節水
も可能となりました。
クリタさんは当事業場
の水使用状況を良く把
握されているので、今
後も環境負荷低減につ
ながる改善提案を期待
しています。

電気再生式純水装置への更新
日本電気硝子株式会社 滋賀高月事業場殿

化学薬品

81t削減
CO2

16t削減

電気再生式純水装置

お 客 さ ま の 声

液晶板ガラス事業部
環境動力部
横田 圭弘 様

液晶板ガラス事業部
環境動力部 部長心得
谷波 正己 様

自動車およびその部品の製造、販売を事業とするトヨ
タ自動車九州株式会社殿では、環境保全の取り組みを
経営の最重要課題と位置付け、より良い地球環境の実
現に全社をあげて取り組まれています。同社宮田工場殿
では新設した冷却水設備において、スライムなどの汚れ
により冷凍機の圧力が上昇し、設備が停止するというト
ラブルが起きていました。汚れによる熱交換効率の低下
に伴いエネルギーロスの発生も予測され、恒久的な汚
れ対策の導入が課題となっていました。

ケミカル事業本部は、お客さまと協同で現場調査を
行い、LTD値などから熱交換効率の低下状況を解析す
るとともに汚れの要因を特定しました。調査結果に基づ
いて選定した最適な水処理薬品と、汚れ抑制効果をモ
ニタリングしながら自
動注入するシステム
とを併せて提案し、こ
れらによりエネルギー
ロスを抑制しCO2を
48t/年削減しました。

クリタさんの提案を採用した後は冷却水設備がほとんどメ
ンテナンスフリーとなり、管理が大変楽になりました。LTD
値も安定していますのでエネルギーロスを抑制できてい
ると評価しています。また、冷却水の濃縮アップによる
2,740m3/年の節水効
果にも満足しています。
営業担当の方には日頃
から親身に対応してい
ただいていますが、今
後も設備の効率維持・
向上に努めてもらいた
いと思います。

冷却水設備のエネルギーロス抑制
トヨタ自動車九州株式会社 宮田工場殿

お 客 さ ま の 声
冷却塔

CO2

48t削減

技術・生産企画部 
環境施設課
田代 仁 様

技術・生産企画部
環境施設課 職長
山田 健一 様

「お客さまニーズ」の側面での取り組み

段ボールや板紙などの製造を行っている日本大昭和
板紙株式会社殿では、日本製紙グループの一員として
地球温暖化対策や資源の循環利用などに取り組まれて
います。同社吉永工場殿では水使用量削減と未利用と
なった繊維分の回収を目的として、抄紙工程での排水を
回収・再利用されていました。しかし近年では、製造原料
である古紙の品質が低下し、それに伴って回収水の水質
も悪化したことから製品への悪影響が発生したため、排
水を目標通り回収できないという課題がありました。

ケミカル事業本部は、回収水に由来する悪影響の要
因は水中の微生物にあると診断し、殺菌効果の高い
水処理薬品の添加により水質を改善する提案を行い
ました。ORP値を指標として水質を管理することで、
6,000m3/日の排水
を目標通り回収でき、
360t/年のCO2の削
減に寄与しました。

今回の提案により回収水の水質を製紙用水として正常な状
態にすることができました。回収水量の目標値達成に貢献し
ていただいたと評価しています。
資源の循環利用という観点から製紙業界全体で古紙利用率
を上げているため、今後も古紙の品質
低下に伴う製品へ悪影響が予想されま
すので、クリタさんには次のステップに
つながる改善提案をお願いします。

水処理薬品による水質改善
日本大昭和板紙株式会社 吉永工場殿

お 客 さ ま の 声

排水回収設備

製造部 部長代理 兼
抄造1課長
亀田 王隆 様

CO2

360t削減
惣菜やソースをはじめとする各種食品会社が集まる広

島食品工業団地殿では、各工場からの排水を1ヵ所に集
め効率的に処理しています。また、嫌気性処理を採用し
た排水処理設備から発生するバイオガスをボイラ燃料と
して利用し、蒸気を各工場に送ることで環境負荷低減に
努めています。排水の多くは製造設備の洗浄水であり、
製造終了後の夕方に多く排出されるため、バイオガスは
夜間に多く発生し、工場稼働中の昼間に少ない傾向にあ
ります。そのため昼間のバイオガス不足分を補う対策が
課題となっていました。

プラント事業本部は開発本部とともに、排水の量や濃
度とバイオガス発生量の相関を分析し、各工場の稼働状
況に合わせて排水処理設備の運転パターンを変更する
ことを提案しました。これにより
昼間発生するバイオガス量が増
え、ボイラ用重油使用量などが
削減され、CO2を1,237t/年削減
できる見込みです。

今回の提案により期待以上に重油使用量を削減でき満足
しています。今回の提案は環境省のオフセット・クレジット

（J-VER）制度を活用しており、提出書類に必要なCO2削減
効果の試算など、営業担当の方はもちろん開発部門の方々
にも技術面でご協力いただき、感謝しています。現在もバ
イオガスの発電利
用を提案いただい
ており、今後も水
処理のプロとして
の提案をお願いし
ます。

バイオガスを有効利用
広島食品工業団地協同組合殿

お 客 さ ま の 声

嫌気性排水処理設備とバイオガス
貯留タンク

CO2

1,237t削減

専務理事
二  徹 様

株式会社水光エンジニア 
商工センター事業所
神山 智和 様
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「お客さまニーズ」の側面での取り組み

さまざまな環境改善事例 用語解説

繊維染色工場 汚水処理量　20千m3/年

高濃度排水用凝集処理設備の導入により、従来の高・低濃度排水の
混合処理に比べ、工場排水の安定的処理を実現。

無機凝集剤 水中に分散している懸濁物質の粒子を集めてより
大きな粒子にする機能を持つ薬剤。

有機凝結剤 懸濁物質の粒子を結び付ける薬剤。無機凝集剤に
比べ多くの粒子を捕捉できる。

ヒートポンプ 熱媒体の気化熱と凝縮熱を用いて周りの空気や 
水と熱のやり取りを行う設備。

COP
Coefficient of Performanceの略でエネルギー
消費効率 のこと。COP8.4は1kWh の 電力で
8.4kWh分の熱量を生み出すことを示す。

純水装置 水中の懸濁物質や塩類、有機物などの不純物を 
除去した純水を製造する装置。

濃縮水 純水を製造する過程で純水装置から排出される 
不純物を多く含んだ水。

汚泥
排水中の懸濁物質が沈殿または浮上して泥状に
なったもの。一般的に脱水処理を行い容積・重量
を削減した後に廃棄物として処分される。

嫌気性処理
微生物により排水中の有機物を処理する方法の一
つ。酸素の存在しない状態で活動する菌により有
機物をメタンと二酸化炭素に分解する。

好気性処理 嫌気性処理とは逆に酸素が必要な菌により有機物
を水と二酸化炭素に分解する。

LTD値 Leaving Temperature Differenceの略で、冷媒
温度と冷媒を冷やす冷却水の温度差を示す指標。

高分子脱水剤 水と結び付いた状態にある汚泥中の固形物を水と
固形物に分離することで脱水しやすくする薬剤。

イオン交換樹脂
合成樹脂の一種で、水中のイオンと自らのイオン
を交換する作用をする。交換するイオンがなくな
ると再生処理により再利用可能となる。

バイオガス 有機物を菌で分解する際に発生するガス。

ORP値 Oxidation-reduction Potentialの略で、酸化還
元電位のこと。水中の微生物量の目安となる。

J-VER
環境省が国内の温室効果ガスの排出削減・吸収プロ
ジェクトを対象に、実現した排出削減・吸収量をカーボ
ン・オフセットで取引可能なものとして認定する制度。

環境確保条例
正式名は「都民の健康と安全を確保する環境に 
関する条例」。自治体として初めて大規模事業所に
CO2削減義務を課している。

ESCO事業
省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し、
お客さまの省エネルギー効果の一部を報酬として
受取る事業。

冷却塔ブロー水 冷却水の水質維持のため定期的に排出する水。

発電所 廃棄物削減量　314t/年

蒸気配管の化学洗浄時に発生する、化学物質を多量に含む廃液を 
排水処理設備で無害化するとともに、濃厚廃液を加熱濃縮すること
により廃棄物を削減。

半導体・液晶パネル工場 廃棄物削減量　562t/年

半導体や液晶パネルの製造装置の部品に付着した化学物質や汚れ 
を除去することで再利用可能とし、部品の寿命を延ばすことにより
廃棄物を削減。

半導体工場 CO2削減量　49t/年

排水回収用RO膜設備において、スケール防止薬剤の適用により 
水の回収率を向上させ、節水を実現。

シールド掘削工事現場 CO2削減量　105t

シールド掘削により発生する泥水に脱水剤を適用し、脱水処理に 
要する時間を短縮することにより、脱水設備の電力使用量を削減。

飲料工場 CO2削減量　62t/年

蒸気配管に保温・断熱効果のあるカバーを取り付けることにより 
配管からの放熱を抑制し、ボイラ用燃料を削減。

食品工場 CO2削減量　68t/年

商品容器の洗浄排水を回収再利用する設備の導入により上水使用量
を削減し、節水を実現。

化学工場 汚染土壌浄化量　224千m3

地下水に含まれる有害物質を、物質の特性に合わせて新たに開発し
た処理設備により除去し、地下水汚染物質を浄化。

化学工場 CO2削減量　1,943t/年

既設のボイラ設備を、蒸気圧力に応じて連続的に燃料量を調節する
高効率ボイラに更新することにより、ボイラ用燃料を削減。

一般家庭 CO2削減量　25,808t/年

蛇口用節水シャワーの開発・販売により、上水使用量の削減および 
加温用都市ガスを削減。

冷却水系ポンプ

CO2

8t削減
三井不動産株式会社殿では、「人と地球が共に豊か

になる街づくり」という環境改善の考え方を具現化する
ものとして、同社グループのビル運営管理会社とともに

「トップレベル事業所」「準トップレベル事業所」の認定取
得に取り組まれています。これらは東京都が環境確保
条例に基づき、地球温暖化対策に優れる事業所を評価・
認定するものです。同社の日本橋一丁目ビルディング
殿では、準トップレベル事業所の認定取得に向け効果的
なCO2削減が課題となっていました。

クリタ・ビルテックは、冷却水系配管内の圧力損失を
低減させる薬品の適用により循環ポンプの電力を削減
する提案を行いました。独自のノウハウにより圧損低減
剤の適切な注入点と注入量を設定し、お客さまと協同
で効果測定を行い、本
格導入となりました。こ
れによりCO2を8t/年
削減し、準トップレベル
事業所の認定取得に寄
与しました。

私たちが管理している日本橋一丁目ビルディングは冷水な
どの配管が複雑に入り組んでいるため圧力損失も大きい
と考えています。圧力損失低減剤によるCO2削減量は計算
上8t/年となっていますが、それ以上の効果があったと思っ
ています。今後は、圧
損低減効果を維持して
いくために必要な管理
方法や新たな省エネル
ギー策の積極的な提案
を期待しています。

圧力損失低減剤によるポンプ電力削減
三井不動産株式会社 日本橋一丁目ビルディング殿

お 客 さ ま の 声

ファースト・
ファシリティーズ
西野 清利 様

ファースト・
ファシリティーズ
大山 裕師 様

※平成22年7月〜平成23年3月
の実績値

横浜市立大学附属病院殿では、病院経営上の重要な
取り組みの一つとして「省エネルギーの推進」を掲げてお
り、その具体策として、空調設備などの更新時期に合わ
せ、エネルギー使用量の少ない設備への更新等を行う
ESCO事業の導入を検討されていました。また、同病院
では水も重要な資源と捉えており、水使用量の削減も
課題となっていました。

クリタ・ビルテックは、冷却塔ブロー水の有効利用に
着目し、ブロー水を膜装置により処理し再利用すること
をESCO事業会社に提案しました。本施策は他の省エネ
ルギー策とともに正式採用され、CO2 1t分に相当する
1,763m3※のブロー水を回収・再利用することができま
した。    

本提案によりブロー水の70％を回収・再利用しており、節水
に貢献できたと評価しています。ESCO事業による契約期間
は今後も長く続くので、引き続きこの効果を維持していただ
きたいと思います。
クリタさんには、今回のESCO事業の対象となった系列以外
の冷却水系の水処理についても、引き続き最適かつ安定し
た運転管理の実現につながる効果的な提案をお願いします。

冷却塔ブロー水回収装置によりCO2削減
横浜市立大学附属病院殿

CO2

1t削減

冷却塔ブロー水回収装置

お 客 さ ま の 声

医学・病院統括部 総務課
伊藤 博史 様
医学・病院統括部 総務課
渡  克 様
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「社内変革」の側面での取り組み
CO2排出量・廃棄物量の削減と化学物質、廃棄物および排水処理設備の
管理の取り組みについて紹介します。

「社内変革」の側面での取り組み

　2011年度からは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の改正に対応するため、「エネルギー消費原単位」によ
る目標を新たに設定しました。
　また、「超純水供給事業」を行う事業所を集計対象に追加しました。超純水供給事業とは、お客さまの工場内に栗田工
業が超純水製造設備や排水処理・回収設備を建設・保有し、お客さまに超純水を供給する事業です。設備の運転・維持
にかかるエネルギー、水資源と排水処理設備から排出される廃棄物などが管理対象となります。

2010年度実績 2011年度目標

CO2排出量と廃棄物量の推移

栗田工業 クリタ開発センター
　栗田工業のクリタ開発センターは、水処理薬品・水処理装
置の研究開発拠点です。同センターでは、新商品の開発や
効果確認のためボイラや冷却水設備の実機を用いて実証試
験を行っています。従来、試験研究用ボイラで発生した蒸気
は、他の用途に利用していませんでしたが、ユーティリティ
用として有効活用を図りました。この結果、ユーティリティ用
ボイラの燃料である重油をおよそ100kℓ削減しました。

省エネルギーの取り組み事例

項目
2010年度

目標 実績

CO2排出量
売上高百万円あたりの排出量 111.3kg-CO2以下 132.1kg-CO2

絶対量 前年度実績　23,563t以下 23,941t

廃棄物量 絶対量 前年度実績　26,186t以下 24,739t

化学物質、廃棄物および
排水処理設備の管理

各事業所における化学物質、廃棄物
の管理が適正に実施されている。

化学物質、廃棄物の管理が適正であ
ることを確認した。また、排水処理設
備の適正な管理についても徹底した。

項目 目標

エネルギー使用量 エネルギー消費原単位 2009年度実績に対し2.0％以上削減

CO2排出量 絶対量 163,736t以下

廃棄物量 絶対量 前年度実績　59,477t以下

化学物質、廃棄物および
排水処理設備の管理

各事業所における化学物質、廃棄物および排水処理設備
の管理が適正に実施されている。

　リサイクル化率は、金属や木くずといった再資源化
できる廃棄物の分別徹底などにより、24.2％と前年度
より7.6％向上しました。

リサイクル化率の向上

　CO2排出量は、「売上高百万円あたりの排出量」「絶
対量」共に目標未達となりました。新事業所の稼働、
水処理薬品の製造量や分析業務量の増加に伴うエネ
ルギー使用量の増加量が削減量を上回ったことが要因
です。実施した主な削減策は、動力・空調設備におけ
る不要時電源オフの徹底、ポンプのインバータ化、高
効率エアコンへの更新、試験研究用ボイラの蒸気有効
活用、エコドライブの推進などです。

　廃棄物量は、「絶対量」の目標を達成しました。水処
理薬品の原料および在庫商品を適正に管理したこと
が削減に寄与しました。

　管理対象となる121事業所について、各事業所長に
よる「自己調査」を全事業所で、環境改善推進部会委員
および事務局による「現地調査」を32事業所で実施しま
した。これにより改善が必要とされた事業所について
2010年度中に是正措置を完了しています。
　なお、2010年度から新たに排水処理設備の稼動お
よび管理状況のモニタリングを実施し、水質管理と緊
急事態への対応を徹底しました。

CO2排出量の削減

廃棄物量の削減

化学物質、廃棄物および排水処理設備の管理

CO2排出量の推移 廃棄物量の推移
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　環境改善活動統括責任者を部会長とする「環境改善推進部会」を設置し、活動方針と活動状況に係る事項を討議、策定
します。

　2010年度は、法令や条例の違反による行政処分はあ
りませんでした。また、事故についてはグループ会社の
事業所において排水異常があり、行政当局に報告すると
ともに、原因を究明して再発防止策を実施しました。

　クリタグ ループでは、環境改善活動 の 一環とし
て、環境負荷の高い事業所やグループ会社において
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。

環境マネジメント体制

環境関連法規の順守環境マネジメントシステムの導入

環境改善活動のPDCAサイクル

事業活動に関係する主な環境関連法規

環境改善活動の推進体制

ISO14001認証取得状況

継続的改善

環境改善活動基本方針に
基づく実施計画

レビューによる
課題の抽出

計画施策の
見直し

計画に従って
実施

Plan

Check

Action Do

●水質汚濁防止法 ●振動規制法
●省エネ法 ●毒物及び劇物取締法
●地球温暖化対策推進法 ●大気汚染防止法
●下水道法 ●消防法
●騒音規制法 ●PRTR法
●廃棄物処理法

会社名 事業所名 取得日
栗田工業（株） 静岡、敦賀、豊浦、山口 1998年7月
クリタ・ビルテック（株） 2002年3月
クリタ・ケミカル大分（株） 2002年6月
クリタ・ケミカル製造（株）本社、赤穂 1997年3月

（株）クリタス 2000年2月

クリテックサービス（株） 本社、東部、三重、
伊賀、播磨、大分 2003年2月

社長

環境改善推進部会

事業所
（環境改善活動推進責任者）

社員

本部・事業本部
環境改善推進部会

グループ会社
（環境改善活動推進責任者）

社員 社員

環境改善活動推進会議

「水と環境」に関する調査・研究および国際交流を助成
　クリタグループは、「科学技術の振興により健全な水環境の保全と創造に寄与する」ことを目的として
1997年に設立されたクリタ水・環境科学振興財団（2009年11月より公益財団法人）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。
　同財団は、研究助成事業として2010年度には415件の応募の中から48件を採択し助成を行うとともに、
過去に研究助成を受けられた研究者の中から、優れた研究成果や社会貢献の実績をあげた研究者に「クリ
タ水・環境科学研究優秀賞」を授与しました。その他には、社団法人日本水環境学会における若手研究者
の研究意欲啓発を目的とした顕彰事業、アジアにおける水環境問題の改善を支援する国際交流支援事業
を推進しています。

2010年度助成金贈呈式

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、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。

社 会 貢 献 活 動

環境マネジメント
環境改善活動のPDCAサイクルをより効果的に廻すため、
推進体制を構築し、グループ全体で活動を推進しています。


