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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より深く

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（2012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、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。
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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３つの側面
トップ対談

「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

環境マネジメント
第三者意見

栗田工業株式会社（Kurita Water Industries Ltd.）
東京都中野区中野四丁目10番1号
中野セントラルパークイースト
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）
4,640名（連結）1,543名（単体）（2013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

1．環境改善に寄与する新商品、新技術の開発に取り組み、持続可能な社会の
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．日々の事業活動において、業務の改善、工夫を行い、環境負荷を低減する。

企業理念に基づき、環境改善活動の基本方針と活動指針を定めています。 「社会ニーズ」、「お客さまニーズ」、「社内変革」の3つの側面で環境改善活動を推進しています。

環 境 改 善 に 寄 与 する
新商品、新技術の開発
により持続可能な社会
の実現に貢献

業務の改善、工夫による
環境負荷低減

環境改善活動
基本方針

プロフィールCONTENTS 会社概要

対象範囲：栗田工業と国内グループ会社
報告期間：2012年4月1日〜 2013年3月31日。ただし、2013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。

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。

活動
指針

企業理念

環境改善活動の基本的な考え方 環境改善活動の3つの側面

環境改善活動
基本方針

企業理念

活動指針

「お客さまニーズ」
の側面

「社会ニーズ」
の側面

「社内変革」
の側面
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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
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國 部  環境負荷低減は社会全体の大きなテーマです。

これに対するクリタグループによる解決策の提案を社

会やお客さまは非常に期待しています。そこで、単独

ではなく他企業と組んで包括的な提案をされてはいか

がでしょうか。それによって、新たに環境負荷低減につ

ながるビジネスができるのではないでしょうか。

中 井  クリタの嫌気性排水処理と他社のガス発電を組

み合わせるという新しい提案で、お客さまに採用いた

だいた事例があります。発電機メーカーと共働して嫌

気性処理で発生したメタンガスを発電に有効活用する

というものです。この新しいビジネスモデルでは、再

生可能エネルギーで発電した電力を電力会社が買い

取る「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」が活用

できます。再生可能エネルギーの普及に貢献するとと

もにお客さまにとって環境負荷低減をはじめメリットが

大きいことから、今後さらに提案を進めていきます。

社員一人ひとりの環境改善への意識を高めることはも

ちろん、環境改善活動と品質向上活動の連動により成

果を高めることや効果の確認・検証、そして新しい商

品・技術・サービスの創出などにより環境改善活動を

さらに強化していきたいと考えています。

國 部  海外では中国など水が重要な課題となっている

国や地域が多くあり、水の回収・再利用で高い技術力

を持つクリタグループの活躍の場が拡がっています。

その中で、海外事業会社でも事業の拡大と合わせて環

境改善活動も本格的に開始することを決定したと伺っ

ています。具体的にはどのように進められていくので

しょうか。

中 井  まず「社会ニーズ」の側面では、中国において工

場における冷却水系のブロー水を回収して再利用する

装置の開発、工業団地の排水を工業用水として回収し

環境改善活動のさらなる進化を通して
社会に貢献していく
国内外で高まる社会やお客さまの環境負荷低減に対するニーズに対して、クリタグループはどの
ように活動を進化させ期待に応えていくべきか、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  東日本大震災から2年が経過しましたが、エネル

ギー事情は依然として厳しく、企業にとって環境経営の

重要性は増してきていると感じます。電力不足への対

応もさることながら、企業間協力や地域間協力、そして

何よりも社員に環境改善活動を浸透させ社員の結束を

高める取り組みを強化する企業が増えてきています。

例えば、社内の活動事例を会社全体で共有し、社員の

環境意識向上につなげている企業があります。また、

環境に先進的かつ多様な取り組みをしている企業の活

動を参考に自社でも実施することで達成感が得られ、

社員の自信につながることもあります。

中 井  社員の意識向上はとても大切なことだと思ってい

ます。クリタグループでは「環境報告書を読む会」を一

昨年と昨年に実施しました。環境改善活動に対する社

員の理解を促進し、社員が日々の仕事において環境改

善に貢献しているという実感を持つことにより、活動そ

のものの活性化を図っています。また、参加した社員

との意見交換や実施後のアンケートなどから環境改善

活動の意識向上のための工夫・改善を行い、今後も社

員のモチベーションを継続して高めていきます。

國 部  クリタグループは事業を通して社会とお客さまの

環境負荷低減に貢献するという特長があるので、特に

環境改善活動を最前線で実施している営業・生産に携

わる方々の意識や取り組み姿勢が重要だと思います。

中 井  クリタグループでは、昨年「顧客満足度調査」を実

施しました。その中でお客さまからは、環境改善につ

いて「より高い効果を発揮する提案を出して欲しい」と

いう声が多く寄せられました。我々はすでに実施して

いるつもりでも、お客さまの視点ではご期待には応え

きれていないという厳しいご指摘となりましたが、これ

はクリタグループに対する期待であると受け止めてい

ます。そこで、環境改善活動と品質向上活動との連動

を強化して成果を高めるとともに、提案を採用してい

ただいた後もその効果の確認と検証までを自らが行い、

その上でお客さまへ報告し、次の提案につなげる活動

に注力しています。

再利用するという高度処理プロジェクトへの参画などの

新たな取り組みをスタートしました。「お客さまニーズ」

の側面では、水処理薬品・水処理装置・メンテナンス

の3つの機能を融合させた「総合力」を発揮して、水資

源の有効活用につながる提案活動を、中国に限らず世

界の各地域で展開していきます。また「社内変革」の側

面では、ISO14001を取得している海外事業会社におい

てはすでに取り組んでいますが、全体をみると国や地

域の制度、文化・慣習の違いなどから社員の意識や取

り組みに差があるのが現状です。まずは現状をしっか

り把握し、推進体制や実績把握・目標設定という仕組

みづくりから始めるつもりです。そして1、2年の後、国

内・海外問わずクリタグループ全体で統一した方針・

仕組みによる活動に移行したいと考えています。

國 部  国内と同様に自社内の環境改善活動を進めてい

くにあたっては、各海外事業会社の社員のモチベーショ

ンを上げることが非常に重要です。コストに換算する

方法、ISO14001の認証を取得しているのであればそれ

を維持していくため必要な活動であることを理解して

もらう方法、社員の評価につなげていく方法などが考

えられます。また、働いているスタッフ間の協力が不

可欠で、例えば廃棄物量削減という会社全体の課題に

対してスタッフ全員で解決策を見つけるという仕組み

づくりが大切です。

中 井  そのためには、社員一人ひとりがクリタグループ

で取り組んでいる環境改善活動の目的や意義を理解し、

職場ごとに話し合うというコミュニケーションが重要だ

と思っています。海外事業会社の社員の皆さんには、

自らの取り組みが持続可能な社会の実現に貢献してい

ることを理解し、クリタグループの特長である「社会ニー

ズ」「お客さまニーズ」「社内変革」の3つの側面における

環境改善活動に取り組んで欲しいと考えています。

2013年6月実施

国内における環境改善活動の強化

海外における環境改善活動の
新たな展開

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

トップ対談
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「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

環境改善に貢献する
新商品、新技術の開発

　クリタグループは、社会やお客さまの「水と環境」の

分野におけるニーズや課題を把握し、開発テーマに設

定して新商品、新技術の開発に取り組んでいます。

 「社会ニーズ」の側面における成果は、当年度に終了

した「環境改善に貢献する商品・技術・サービスに係

わる開発実績」と「顧客環境改善効果」で把握しています。

顧客環境改善効果は、新商品、新技術を適用すること

で得られるお客さまの工場・事業所での環境負荷低減

量を試算して数値化しています。

環境改善に貢献する新商品、新技術

食品工場の蒸気復水系フロー

ボイラ・蒸気復水系フローにおける本薬品処理範囲（赤とオレンジの部分） 

顧客環境改善効果

環境改善項目 新商品、新技術

CO2排出
削減

●食品工場向け低圧ボイラ用蒸気復水系
処理薬品

●中国の水質に対応した冷却水薬品
●バイオエタノール・製糖工場向けボイラ

薬品
●飲料容器の殺菌工程向け排水回収・再

利用システム
●冷却水ブロー回収・再利用システム
●水処理設備の省エネルギー・節水対策

導入支援システム

廃棄物
削減、
汚水処理

●懸濁物質含有排水に対応した嫌気性排水
処理プロセス

●ペレット形成型高速凝集沈殿装置

環境負荷
物質削減

●製鉄所高炉向けの環境負荷が低い冷却水
薬品

●LED基板向けの環境負荷が低い洗浄技術

環境改善項目

水質汚濁物質(千m3) 土壌・地下水汚染物質(千m3)

365 39

食品工場向け低圧ボイラ用蒸気復水系
処理薬品

ペレット形成型高速凝集沈殿装置 「リン酸回収装置」が
「経済産業省 産業技術環境局長賞」を受賞

　食品工場ではボイラで水を加熱して発生させた蒸気

を原料や製品の加湿・加熱に使っています。蒸気を安

定的に供給し製造設備を効率的に運転するためには、

蒸気が通る配管や蒸気の熱を利用する熱交換器など蒸

気復水系の設備保全が不可欠です。具体的には、鉄や

銅を材料とするこれらの設備が酸素や炭酸ガスによっ

て腐食することがないように水処理を実施します。しか

し、製品の安全を最優先する食品工場では、蒸気復水

系で使用する水処理薬品の安全性が課題でした。

　これに対して栗田工業は、食品および食品添加物の

みを原料とした低圧ボイラ用蒸気復水系処理剤を国内

で初めて開発しました。本薬品は、生産工程で蒸気が

直接製品に触れる工場はもちろんのこと、食品安全管

理システム認証22000（FSSC22000）を取得している工場

においても使用することができるため、今後、食品工

場向けに提案していきます。

　工場排水に含まれる懸濁物質を分離・除去する方法

の一つとして凝集沈殿法があります。この方法は、凝集

剤と懸濁物質を反応させて集合体（フロック）とし、水と

の比重差により水槽内に沈殿させるもので、処理方法

が単純なため排水処理で広く採用されています。一方で、

凝集反応とフロックの沈降のために一定の時間が必要

となり、装置が大型になるという課題がありました。

　これに対し栗田工業は、独自のフロック形成技術を

適用した省スペース型の「ペレット形成型高速凝集沈殿

装置」を開発しました。本装置は、フロックを球形に近

い高密度なペレット状にすることで沈殿時間を大幅に

短縮するとともに、凝集剤と懸濁物質を配管内で反応

させる「ライン混合」機構の採用により反応槽と凝集槽

が不要となりました。これにより当社従来品と比べ設置

面積が1/5となり、反応槽と凝集槽の撹拌用装置も不要

となるため、省エネルギーと省資源に貢献します。また、

本装置を採用された金属加工工場では、ペレット状に

することで汚泥の脱水性が高まり、廃棄物量の削減も

可能となりました。

　資源回収・再利用技術を活用した栗田工業の本装

置が、一般社団法人日本産業機械工業会が主催した

「第38回優秀環境装置表彰事業」において、「経済産業省

産業技術環境局長賞」を受賞しました。

　リン酸は電子部品のエッチングやメッキ工程で大量

に使用されています。一般的に使用後のリン酸は排水

工程で化学薬品による凝集処理を行い、汚泥となった

後、廃棄物として処分されていました。リン酸は世界的

に枯渇が危ぶまれる貴重な資源であり、リン酸の回収・

再資源化が望まれていました。

　これに対して栗田工業は、排水から逆浸透膜で濃縮、

分離を行い、リン酸を高濃度で回収できる本装置を開

発しました。本装置は、リン酸を使用する工場の化学

薬品使用量と廃棄物量の削減につながるため、今後、

国内外の電子産業向けに提案していきます。

ペレット形成型高速凝集沈殿装置

軟水 給水
タンク

熱交換器など給水
蒸気
復水

加熱プロセス

加湿プロセス

空調プロセス

ボイラ ヘッダー

リン酸回収装置

新商品
の例

新商品
の例1 2 TOPICS



7 クリタグループ
「環境報告書2013」 8クリタグループ

「環境報告書2013」

大気汚染物質処理量

クリタグループの事業は、水処理薬品事業と水処理装置事業の大きく2つに分けられます。

顧 客 環 境 改 善 効 果
　クリタグループでは、お客さまに採用いただいた改善提案による環境負荷低減量を、独自の指標である「顧客環境 

改善効果」として把握しています。

　2012年度の改善効果は2012年4月から2013年3月までの受注案件を対象に、受注時にお客さま向けの仕様書や

提案書で提示した導入前後における環境負荷低減量を試算して数値化しています。

一 世 帯 あ たりの 年 間C O2排 出 量 は 約
5,060kg※2。105,328t／年のCO2排出
削減量は約20,800世帯分に相当します。

一世帯 の 年間水使用量 は 約3 0 0 m3 ※3。

2 6 , 3 4 5千m3／年の節水量は約8 7 , 8 0 0 
世帯分に相当します。

一世帯の年間ごみ排出量は約1,420kg※4。
92,155t／年の廃棄物削減量は約64,900
世帯分に相当します。

競泳用のプールの標準的な
サイズは50m×20m×1.7m
で、容積は1,700m3。15,830
千m3／ 年 の 汚 水 処 理 量 は
プール約9,300杯分に相当し
ます。

※1  試算に使用したCO2換算係数は次の通り。電力：0.35kg-CO2/kWh、都市ガス：2.23kg-CO2/m3、A重油：2.71kg-CO2/ℓ、上水・下水：0.65kg-CO2/m3。電力は2011年9月に  
電気事業連合会が公表した「電気事業における環境行動計画」の換算係数を使用しています。また、節水によるCO2排出削減量を含んでいます。

※2 全国地球温暖化防止推進センター「家庭からの二酸化炭素排出量」http://www.jccca.org/chart/chart04_06.html
※3 東京都水道局「水の上手な使い方」 における4人世帯の1カ月あたりの平均使用水量から換算http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/customer/life/g_jouzu.html
※4 「環境・循環型社会・生物多様性白書平成24年度版」（環境省2012年6月発行）における一人あたりのごみ排出量を基に、4人分を一世帯の量と定義

1 m3 の 土 壌 を 1 . 8 t と す る
と、2 8 8千m3 と い う 汚 染 
土壌浄化量は、1 0 tトラック
約51,800台分に相当します。

水処理薬品の製造、販売
●ボイラ薬品
●冷却水薬品
●プロセス薬品（石油、鉄鋼、紙パルプ）
●排水処理薬品
●RO膜処理薬品
●水処理薬品関連機器
　（薬品注入制御システム、遠隔水質管理システム など）
●水処理効果のモニタリング・診断サービス
ボイラ設備の販売、メンテナンス・サービス
ボイラ、冷却水設備の水処理管理
●契約型商品（蒸気供給契約、工場一括管理契約 など）
水質等の分析

水処理装置の製造、販売
●超純水製造システム
●用水処理システム
●排水処理システム
●排水回収・再利用システム
メンテナンス・サービス
超純水供給
水処理施設の運転・維持管理
化学洗浄・プラント設備洗浄
精密洗浄
土壌・地下水浄化
家庭向け商品の製造、販売
●浄水器

水と環境の先進的マネジメント企業として、事業を通してお客さまの環境負荷低減に貢献しています。

「お客さまニーズ」の側面

クリタグループの事業

水処理
薬品事業

水処理
装置事業

CO2排出削減量 節水量 廃棄物削減量 環境負荷物質削減量 汚水処理量 汚染土壌浄化量

CO2

水処理薬品によるボイラや冷却水
設備の燃料削減、排水回収設備に
よる節水など

廃棄物

脱水剤 や 嫌気性排水処理 による
汚泥削減、乾燥機導入による廃棄
物削減など

環境負荷物質 水質汚濁物質 土壌・地下水汚染物質 大気汚染物質

重金 属固定 化 剤 による
有害物質除去、連続再生
型純水装置への更新に
よる化学薬品削減など

排 水 処 理 設 備 で 処 理
する汚水量

掘削除去や原位置浄化
により処理する汚染され
た土壌と地下水

触媒分解装置による臭気
成分を含んだ排気の処
理量

105,328t/年※1 26,345千ｍ3/年 92,155t/年 3,132t/年 15,830千m3/年 288千m3/年 103Nm3
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「東京スカイツリータウン®」とその周辺地区に向けた

地域冷暖房システムによる熱供給などを行う株式会社

東武エネルギーマネジメント殿は、最新鋭のターボ冷

凍機をはじめとする省エネルギー性能の高い設備を導

入され、安定操業はもとより、COP1.35以上という地域

冷暖房システムとしては国内最高レベルの目標をかか

げられています。これを達成し維持するためには、冷暖

房の空調設備に付帯する冷却水系で熱交換を行う部分

を常に清浄に保つこと、つまり熱交換効率の指標であ

るLTD値を上昇させないことが重要な課題となっていま

した。

クリタ・ビルテックと栗田工業ケミカル事業本部は、

水質・運転条件に合った冷却水薬品に加え、LTD値をリ

アルタイムで監視できるモニタリング技術や冷凍機点

検・データ解析などのコンサルティングを統合した水処

理プログラムを提案しました。本提案をご採用いただ

いた結果、運転開始から約1年経過した後もLTD値は上

昇せず、お客さまは他の取り組みと合わせてCOP1.36

を達成されました。

無機・有機素材をはじめ電子材料、医薬品など、さま

ざまな化学品の製造、販売を事業とする電気化学工業

株式会社殿では、化学物質を扱う企業が共通して取り

組む「レスポンシブル・ケア」活動に基づき、環境負荷低

減に取り組まれています。同社青海工場殿では、接着剤・

塗料等の原料となる化成品の増産に伴う排水処理設備

への負荷上昇が見込まれ、安定処理に向けた能力向上

が課題となっていました。

栗田工業プラント事業本部は、高濃度排水の処理能

力が高い嫌気性排水処理設備を既設排水処理設備の

前段に設置し、処理能力を向上させる改善策を提案し

ました。本設備は、担体に嫌気性微生物を高密度に保

持させることにより、従来は適用が困難であった化学系

の工場排水も処理可能としたものです。本提案をご採

用いただいた結果、お客さまは排水中のBODを170t※

／年削減される見込みです。

　嫌気性排水処理設備の導入は当社にとって今回が初めてで
したが、少ない動力で高濃度の排水を安定して処理でき、満
足しています。既設排水処理設備における運転管理方法の改
善も併せて提案していただき、排水処理設備全体を安心して
管理できるようになったことも評価しています。今回の例を活
かして当工場の他工程排水に対する嫌気性排水処理設備の適

用提案を期待します。

お客さまの声

事例事例 事例

お客さまの工場・事業所での環境改善事例のご紹介

LTD値の上昇抑制により
COP1.36の達成に貢献

嫌気性排水処理により
環境負荷を低減

電気再生式純水装置により
化学薬品量を削減

株式会社東武エネルギーマネジメント殿電気化学工業株式会社 青海工場殿 東北電力株式会社 八戸火力発電所殿

「お客さまニーズ」の側面

ターボ冷凍機

東北電力株式会社殿は、主に発電、送電、配電など

の電気事業を行われています。同社は東日本大震災に

より大幅に低下した電力供給の早期復旧に取り組まれ、

同社八戸火力発電所殿においても、津波被害を受けた

同社の他の発電所に代わる緊急電源としてガスタービ

ン発電設備（5号機）の緊急設置を計画されていました。

ガスタービン発電設備のNOx低減用として純水設備を

新設する必要があり、その設備には既設排水処理設備

の限られた能力に対応でき、同社の環境方針に則して

環境負荷も少ないことが求められていました。

栗田工業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を核とした設備を提案しまし

た。本提案をご採用いただいた結果、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、お客さまは

通常のイオン交換樹脂設備を導入した場合と比べ、化

学薬品量を891t／年削減されました。

　排水量および薬品量が少ない設備により環境負荷が低減し
たことに加え、今回は運転開始まで納期が厳しい状況の中で
対応していただき、感謝しています。現在実施している5号機
のコンバインドサイクル化にも引き続きご協力願います。

お客さまの声

化学薬品量891t削減

発電環境グループ

菅野 剛 様

電気再生式純水装置
担体を利用した
嫌気性排水処理設備

BOD処理量170t

有機第一部 課長

日置 和利 様（右）

有機第一部

杉村 真 様（左）

　本提案により、LTD値の上昇を防ぎ、設備の安定操業と
COP1.36の目標達成につながったことに感謝しています。クリ
タさんは、水処理トラブルを予測し未然に防止するモニタリン
グ技術やトラブル解決の豊富なノウハウをお持ちであり、安
心して任せられます。今後、設備を長く稼働させていく中で、
高いエネルギー効率を維持していくためには水処理がますま

す重要な役割を担いますので、引き
続ききめ細かいフォローを期待して
います。

お客さまの声

エネルギーセンター長

日高 友幸 様

※現状の操業ベースに基づく試算値

事例

排水回収設備の運用方法改善
により化学薬品量を削減
株式会社トッパンエレクトロニクスプロダクツ 三重工場（亀山）殿

永年培った「印刷テクノロジー」をベースに多彩な事業を展

開する凸版印刷株式会社殿は、「トッパングループ地球環境宣

言」に基づきグループ全体で環境保全活動を推進されていま

す。同社におけるエレクトロニクス製品の製造を受け持つ株

式会社トッパンエレクトロニクスプロダクツ三重工場（亀山）殿

は、工場排水の回収・再利用設備において、負荷変動に対応

した排水処理の安定化と、使用する化学薬品量の削減が課

題となっていました。

栗田工業ケミカル事業本部は、同工場で設備管理を担当

されている株式会社トッパンテクノ殿と協働して、化学薬品の

見直しも含めた管理方法の改善を実施しました。具体的には、

微生物由来の汚濁物質に特異的な効果があり、かつ排水回

収用RO膜設備に影響を及ぼさない高分子凝集剤の適用や、

無機凝集剤注入点の変更、運転管理方法の改善を提案しまし

た。これらの提案をご採用いただいた結果、お客さまは無機

凝集剤をはじめとする化学薬品量を252t／年削減されるとと

もに、化学薬品に由来する廃棄物を107t／年削減されました。

　提案により化学薬品量が大幅に低減しました。排水処理が
安定化したことで運転管理面でのリスクが軽減され、化学薬
品に由来する廃棄物の減少に伴い脱水機の年間運転時間が
短縮されるという効果もあり、良い提案であったと評価してい
ます。
　今回の提案は排水処理設備全体から見ると一部を対象とし

たものですので、今後もより大きな
効果がある提案を期待します。

株式会社トッパンテクノ
施設本部 第五部 第三課

橋本 堅 様

お客さまの声

排水回収設備

化学薬品量252t削減

廃棄物量107t削減

1 32 4
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事例事例 事例

お客さまの工場・事業所での環境改善事例のご紹介

高密度汚泥形成法により
廃棄物量を削減

無機凝集剤の削減により
廃棄物量を削減

冷凍機系統のエネルギーロス
抑制により電力量を削減

日本軽金属株式会社 清水工場殿日産自動車株式会社 栃木工場殿 日本メクトロン株式会社 奥原工場殿

「お客さまニーズ」の側面

日本軽金属株式会社殿は、アルミニウムの原料から

加工製品に至るまで、幅広いアルミ製品を扱う日本で

唯一のアルミ総合一貫メーカーです。アルミ原料である

アルミナを製造する同社清水工場殿は、ボーキサイトか

ら水酸化アルミへの「原料転換プロジェクト」の実行に伴

い、新しい排水処理設備を導入する必要がありました。

導入にあたっては、同社の「環境基本方針・行動指針」

に基づき、排水処理によって発生する廃棄物をできる

限り少なく抑えることが課題となっていました。

栗田工業プラント事業本部は、脱水ケーキの容積を

半分程度にまで大幅に低減する「高密度汚泥形成法」を

用いた排水処理設備を提案しました。本法は、澱物を

循環させ繰返し凝集処理を行い澱物の沈降性、脱水性

を向上させる技術です。本提案をご採用いただいた結

果、従来の澱物と比べ脱水性向上により30％の廃棄物

削減につながる予定です。

自動車の製造、販売を主な事業とする日産自動車株

式会社殿は、環境理念である「人とクルマと自然の共生」

の実現に向けて、中期環境行動計画「ニッサン・グリー

ンプログラム2016」を企業全体で推進されています。同

社栃木工場殿でも同プログラムに基づくCO2排出量や

廃棄物の削減、資源の有効利用などに取り組まれてお

り、廃棄物として処理している総合排水処理設備から発

生する汚泥の削減が課題の一つとなっていました。

栗田工業ケミカル事業本部は、排水中の汚濁物質を

分離させるために添加している無機凝集剤が汚泥の一

部となっていることから、凝集効果を補う有機凝結剤の

適用による無機凝集剤の削減を提案しました。平日と休

日では生産ラインの稼働状況が違うため、排水の性状

が変動することから現場でのデータ確認を徹底して行

い、実機試験による効果の確認を経てご採用いただき

ました。この結果、お客さまは無機凝集剤由来の廃棄

物を336t／年削減されました。

携帯電話やハードディスクに使用されるフレキシブル

プリント基板をはじめ、さまざまな電子部品を製造、販

売されている日本メクトロン株式会社殿は、同社環境方

針に従い環境に配慮した製品の設計、製造に取り組ま

れています。同社奥原工場殿では、工場全体における

電力量のおよそ25％を占める冷凍機系統での省エネル

ギーが優先的な課題となっていました。

栗田工業ケミカル事業本部は、冷凍機内にある熱交

換器にスライムを主体とする汚れが付着することが原

因で冷凍機の運転負荷が上昇し電力量が増加している

ことに注目し、汚れの発生と付着を抑制する水処理薬

品の適用と冷却水系内の薬品濃度をモニタリングする

管理方法を提案しました。本提案をご採用いただいた

結果、お客さまはエネルギーロス抑制により電力量を

7％削減されるとともに、冷却水系内の清浄化により冷

却水ブロー水量の低減も可能となり水使用量を17％削

減されました。

 「高密度汚泥形成法」を適用した排水処理設備の導入により、
排水を環境基準以下に処理し、廃棄物量も抑えることができ
ました。当工場では新たなプロジェクトの導入も予定しており、
クリタさんには今後も水処理における課題解決提案を期待し
ます。

　提案時の試算よりも大きな成果をあげることができ満足し
ています。当工場はクリタさんの研究拠点に近く、技術的な
問題点にも迅速に対応していただいたことも評価しています。
　今後、当工場では水使用量の削減に取り組む予定ですので、
クリタさんには水処理設備の知識や運転管理のノウハウを紹介
していただくとともに、排水の回収・再利用提案を期待します。

　本提案を採用した後に実施した冷凍機の開放点検時に熱
交換器表面を確認したところ非常にきれいな状態であり、電
力削減量も提案時の試算値より多く、その効果に満足してい
ます。今後は、より環境に優しい安全性の高い水処理薬品の
開発・提供を宜しくお願いします。弊社でも薬品に対する知
識向上を図り、より良い運転管理方法の検討に努めます。

化成品事業部 清水工場 
設備課

加藤 利浩 様（左）

化成品事業部 清水工場 
生産部

和田 剛 様（右）

お客さまの声お客さまの声 お客さまの声

廃棄物量30%削減

排水処理設備

廃棄物量336t削減

総合排水処理設備と
有機凝結剤注入設備

水使用量17%削減

電力量7%削減

生産技術本部 設備管理部 
保全技術課

鈴木 伸哉 様

冷却塔

工務部 第一工務課 
環境エネルギーグループ 工長

渡邉 紀司 様（中）

工務部 第一工務課 
環境エネルギーグループ 指導員

中山 明雄 様（右）

工務部 第一工務課 
環境エネルギーグループ 指導員

吉田 一美 様（左）

事例

脱水ケーキの含水率低減により
燃料を削減
兵庫パルプ工業株式会社殿

パルプの製造、販売と、パルプ製造に伴って発生す

る熱とバイオマス燃料の再利用による電力の製造、販

売を事業とする兵庫パルプ工業株式会社殿は、環境方

針に基づき永年にわたりさまざまな省エネルギー策を

実施されています。同社は環境保全の観点から、生産

工程で発生する黒液を燃焼し、緑液とした上で石灰と

反応させ、白液と沈殿物に分けた後、沈殿物を脱水・

焼成することで酸化カルシウムを抽出し、再使用してい

ます。その際、脱水ケーキの焼成に使用する重油の削

減が課題となっていました。

栗田工業ケミカル事業本部は、脱水ケーキの含水率

を低減する効果の高い新たな薬剤を提案しました。本

提案をご採用いただいた結果、お客さまは水分の蒸発

に使われるエネルギーを削減でき、CO2排出量を177t

／年削減されました。

　従来は変動していた酸化カルシウム回収工程に使用する薬
剤の使用量が、今回の提案により安定化し運転管理が楽になり、
重油使用量も削減され感謝しています。工場全体の水処理状
況を踏まえて、さらに効果が得られる提案をお願いします。
　今後も排水処理設備の見直しや産業廃棄物の削減のため、
水処理メーカーとしての知見を期待しています。

お客さまの声

CO2排出量177t削減

生産部 部長代理

足立 哲尚 様（左）

生産部 動力課  課長代理

西田 利宏 様（右）

脱水ケーキ焼成用
ロータリーキルン

5 76 8
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富士通株式会社長野工場殿におけるユーティリティ設

備の安定的な運用管理を行われている富士通ファシリ

ティーズ株式会社長野事業所殿は、同工場における「富

士通グループ環境方針」を実践するためさまざまな環

境改善に取り組まれています。同工場では、銅メッキ工

程から発生する一部の特殊廃液を既設排水処理設備で

は処理することができず、当該廃液は全量を産業廃棄

物として処理しており、この廃液の削減が課題の一つと

なっていました。

栗田工業プラント事業本部は、減圧により廃液の沸点

を下げた上で加熱して水分を蒸発させる減圧脱水機の

適用をお客さまとともに検討しました。実廃液を用い

た実証試験を行い、本提案をご採用いただいた結果、

お客さまは廃棄物となっていた廃液を従来の1/10に削

減されました。

　減圧脱水機の導入により廃棄物量が大幅に削減できました。
それに伴って従来は週一回行っていた廃棄物の引き取り処理
も2カ月に一回程度となり管理面でも省力化を図ることができ、
評価しています。
　当工場の排水処理設備は老朽化してきていますので、今後
も水処理のパートナーとして効率的な新商品、新技術を提案し
ていただきたいと思っています。

お客さまの声

廃棄物量90％削減

事例

お客さまの工場・事業所での環境改善事例のご紹介

減圧脱水設備により廃棄物量
を削減
富士通ファシリティーズ株式会社 長野事業所殿

施設・環境サービス統括部

小林 雅彦 様

減圧脱水機

さまざまな環境改善事例

食品工場 CO2削減量　22t/年

凝集剤では処理が難しいため工業用水で希釈する必
要があった工場排水を、有機凝結剤を適用することで
希釈することなく凝集処理することが可能となり、工
業用水を削減

製紙工場 CO2削減量　2,000t/年

製紙工程で排出される繊維を多く含む「白水」から水と
熱を効率的に回収することは困難であったが、水処理
薬品によりフィルターの能力を向上させることで回収
可能とし、水使用量と加熱用蒸気使用量を削減

各種工場 CO2削減量　1,400t/年

水処理薬品用容器を繰り返し使用することが可能なリ
ターナブル容器とすることで、廃容器の焼却処分に伴
うCO2排出量を削減

食品工場 CO2削減量　12t/年

食品添加物のみを原料とするボイラ薬品の適用により
安全性を向上させると共に、ボイラ水の濃縮倍率を上
げてブロー水量を低減することにより、燃料である都
市ガス使用量を削減

石油精製工場 廃棄物削減量　735t

既設排水処理設備では対応できず廃棄物として処理
していた熱交換器のジェット洗浄時に発生する洗浄排
水を、可搬式排水処理設備を適用することで廃棄物
を削減

金属工場 廃棄物削減量　600t/年

凝集槽内に設置した界面センサーと排水の性状に合
わせた凝集剤との組み合わせにより、凝集槽内の汚
泥濃度を高め脱水効率を改善し、廃棄物の発生量と
脱水機の運転時間を削減

液晶工場 CO2削減量　2,132t/年

液晶製造設備 の 部品 に 付着した 化学物質 などの 汚
れを洗浄・除去することで部品を再利用可能とし、部
品の寿命を延ばすことによって、新たな部品の製造
にかかるCO2発生量を削減

化学工場 CO2削減量　226t/年

曝気槽内に界面センサーを設置し、微生物への酸素
供給用として使用しているブロワの運転管理を最適化
することによって空気の過剰注入を抑え、電力使用量
を削減

電子機器工場 化学薬品削減量　252t/年
廃棄物削減量　　  52t/年

無機凝集剤の凝集効果を補う有機凝結剤の適用によ
り、凝集剤の使用量を削減するとともに凝集剤由来の
汚泥発生量を削減

飲料工場 CO2削減量　37t/年

商品容器の洗浄に使用した排水を回収し殺菌・精製
する設備の採用により、洗浄水として再利用が可能と
なり水使用量を削減

一般家庭 CO2削減量　42,221t/年

蛇口用節水シャワーを購入・設置されたことにより、
上水使用量と加温用燃料使用量を削減

半導体工場 CO2削減量　55t/年

生産工程における洗浄用超純水の使用状況に応じて
純水製造量を変動できるように設備を改造することで、
純水装置の稼働時間を最小化し電力使用量を削減

レスポンシブル・
ケア

化学物質を製造し、また は 取り扱う事業者 が、
化学物質の開発から、製造、物流、使用、最終
消費を経て廃棄に至る全ての過程で、「環境・安
全・健康」を確保することを経営方針において公
約し、実行・改善を図っていく自主的活動。

嫌気性微生物 酸素が全くないまたは少ない状況で、排水中の
有機物を分解する微生物。

BOD 生物的酸素要求量のことで、水中の汚染物質で
ある有機物質の量を表す指標。

LTD

冷凍機に使われている冷媒の凝縮温度と冷却水
出口温度の差であり、銅チューブなどの伝熱面
における汚れ付着状況の把握に用いる。LT D値
が大きくなるほど表面に汚れが付着していること
を示す。

COP

成績係数のことで、冷凍機、ヒートポンプで使
用するエネルギー（電気・ガスなど）と発生する
エネルギー（冷水・温水など）の比で表わし、数
値が大きいほど省エネルギー設備であることを
示す。

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
を交換する作用を行う。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。

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、純水を製造する装置。

コンバインド
サイクル

ガスタービンから排出された高温のガスを利用
して蒸気を発生させ、蒸気タービンを回して発
電する、ガスタービンと蒸気タービンを組み合わ
せた発電方式。

RO膜設備
水を通しイオンや細菌などの水以外の不純物を
透過させない性質を持つ逆浸透（RO）膜を用いて
水をろ過する装置。

高分子凝集剤
化学物質であるポリアクリルアミドを原料とし、
水中の懸濁物質を集めて固まりにして、効率よく
水と分離させる働きを持つ薬剤。

無機凝集剤

水中の懸濁物質を集めて固まりにして、効率よく
水と分離させる働きを持つ薬剤。高分子凝集剤
と比べると懸濁物質を集める力が弱く固まりが
壊れやすい。

脱水機 水分を含んだ汚泥に圧力や遠心力などを加えて
汚泥中の水分の含有率を下げる装置。

有機凝結剤 水中の懸濁物質の粒子を結び付ける薬剤。無機
凝集剤と高分子凝集剤の中間的な作用を持つ。

脱水ケーキ 汚泥を脱水処理したもの。

澱物 液体の底に沈んだかす。

スライム 水中の細菌や藻類などの微生物により形成され
た汚濁物。

バイオマス 生物由来のエネルギーや資源をさす。木材・生
ごみ・紙・ふん尿・プランクトンなどがある。

ユーティリティ
設備

工場・建物で使用する電気、蒸気、ガス、空調、
用水および排水などの付帯設備をさす。

「お客さまニーズ」の側面

用語解説
9
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2012年度実績

2013年度目標

自社内での環境負荷低減に取り組んでいます。

「社内変革」の側面

項目 目標 実績

エネルギー使用量（生産系A※1） 104,546kL以下 90,337kL

項目
実績

2011年度 2012年度※2

CO2排出量 158,121t 162,748t

内訳

生産系A 149,604t 157,672t

生産系B※3 3,843t 3,524t

オフィス系※4 4,673t 1,552t

項目 目標 実績

廃棄物量 47,181t以下 41,561t

内訳

生産系C※5 45,584t以下 39,767t

生産系D※6 1,310t以下 1,388t

オフィス系※7 287t以下 407t

リサイクル化率 59.4％以上 61.3％

内訳

生産系C 59.2％以上 61.2％

生産系D 68.5％以上 65.7％

オフィス系 43.7％以上 44.1％

目標 考え方

エネルギー
使用量

エネルギー消費原単位を
2009年度以降

年平均1％以上低減

生産系A
特定事業者、エネルギー管理指定工場ごとに、原油換算量によるエネルギー
消費原単位での目標を設定し、低減に取り組む

生産系B、 オフィス系
事業所の特性に合わせて電力やガソリンなど1〜2項目で目標を設定し、 
低減に取り組む

廃棄物量 前年度より削減する
事業所ごとに目標を設定し、継続的に削減に取り組む

リサイクル化率 前年度より向上させる

　「エネルギー使用の合理化に関する法律」（省エネ法）

を遵守するため、同法における特定事業者とエネル

ギー管理指定工場でエネルギー消費原単位の低減に取

り組みました。夜間・休日における空調用ファンの稼

　CO2排出量は、クールビズの実施や高効率照明・空

調設備の導入などの省エネルギー策の推進に取り組み

ましたが、一部の超純水供給事業所でお客さまの生産

　廃棄物量は、東日本大震災の復旧工事に用いた機材

の処分や大規模なオフィスの移転により一時的に多量

の廃棄物が発生しましたが、超純水供給事業所で排水

処理設備の運転管理方法改善により廃棄物を大幅に削

※1 特定事業者であるグループ会社、栗田工業におけるエネルギー管理指定工場

※2  2 0 1 2年度よりC O2排出量を算出する対象物を省エネ法に合わせており、従来対象としていたガソリン、上水・下水、コピー用紙を除外しています。電力は2 0 1 2年1月に環境省が公
表した「電気事業者別のCO2排出係数」における実排出係数を使用し、クリタグループの事業所ごとに算出しています。

※3 水処理薬品や水処理装置の製造などを行う会社、事業所
※4 上記以外の会社、事業所

※5 特定のお客さまの生産状況により、廃棄物量が増減の影響を受ける会社、事業所
※6 研究開発や水処理薬品、水処理装置の製造などを行う会社、事業所
※7 上記以外の会社、事業所

働時間短縮や、超純水製造システムおよび排水処理設

備を構成する装置ごとに原単位管理を行うなど低減に

努め、原油換算したエネルギー使用量は目標を達成し

ました。

状況の変化によりエネルギー使用量が増加し、グルー

プ全体では前年度より増加しました。

減し、グループ全体では目標達成となりました。

　また、工事現場における廃棄物も新たな削減対象と

し、2013年度から本格的に活動できるよう準備を進め

ました。エネルギー使用量の低減

廃棄物量の削減、リサイクル化率の向上

改善事例

　栗田工業（株）山口事業所（山口県山口市）は水処理装置の製造拠点の一つです。同事
業所では、イオン交換樹脂充填容器の洗浄に純水を用いていますが、洗浄後でもその
排水が高い純度を保っていることから、逆浸透膜の洗浄に使用できるよう配管を改造す
るとともに、老朽化した純水装置をエネルギー使用量の少ない装置に更新しました。こ
れにより純水装置の稼働時間を短縮し、前年度の13％にあたる59,532kWhの電力使用
量を削減しました。

　栗田工業（株）クリタ開発センター（栃木県下都賀郡野木町）は研究、実験、分析用
の最新鋭設備を多く備えたクリタグループの研究開発拠点です。同センターでは、
従来は産業廃棄物として処理していた不要となった分析・実験設備について、金
属部分を有価物として回収することで廃棄物量の削減を図りました。

　災害時における従業員の安全確保と事業継続性を高めることを目的として、栗田工業
の本社、広島支店、鹿島営業所、大分営業所を移転しました。移転に伴って不要となっ
た机やキャビネットなどの什器類は、クリタグループの他事業所でのリユースや茨城県
にあるブラジル人学校への寄付などを行いました。

栗田工業（株）山口事業所での省エネルギー

栗田工業（株）クリタ開発センターでの廃棄物の有価物化

オフィス什器のリユース

更新した純水装置

不要設備 から金属 を
有価物として回収

ブラジル人学校で什器を再利用
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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

●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 ●土壌汚染対策法

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

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

環境マネジメント

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、活動方針の策定と活動内容の確認を行っています。

　2012年度は、法令や条例の違反による行政処分およ

び社外に影響を及ぼす大きな事故の発生はありません

でした。ただし、グループ会社の一事業所において、特

定施設の維持管理に関する改善指導を受けました。本

件については、速やかに原因究明と再発防止策を実施し、

行政による適合確認を受け、是正が完了しています。

　クリタグループで は、環境改善活動 の 一環として、

ISO14001の認証を取得し、環境マネジメントシステムを

構築・運用しています。

●環境関連法規の遵守

●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

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

計画に
従って
実施

計画、
施策の
見直し

Plan

Check

Action Do

　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2012年度には366件の応募の中から43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、公益社団法人日本
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（クリタ賞）、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。

2012年度助成金贈呈式

「水と環境」に関する調査・研究および国際交流を助成

環境マネジメント体制

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。

第三者意見


