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トップ対談

クリタグループ環境改善活動の
「変革と前進」
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環境改善活動の推進のために大切な取り組みは何か、
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 齊藤 浩との
対談を通してお伝えします。

環境と経営の両立

齊藤　私たちクリタグループは「水と環境」の課題解決

に貢献する新商品、新技術を開発する「社会ニーズ」、お

客さまに環境改善効果を提案・提供する「お客さまニー

ズ」、グループ内の環境負荷を低減する「社内変革」、こ

れらの3つの側面で環境改善活動に取り組んでいます。

2005年から取り組みを開始し、「環境経営」という考

え方は定着してきたと思いますが、環境改善活動の実

効性をさらに向上させたいと考えています。

國部　実効性を高めるため、近年では「マテリアルフ

ローコスト会計（以下、MFCA）」の導入を検討する企業

が増えています。企

業が製品を製造する

場合の原価管理の一

般的な考え方は、原

材料の購入コストを

可能な限り抑えると

同時に、加工するこ

とにより製品として

の付加価値を可能な限り高めること、つまり原材料費

の経済の視点に立った原価管理手法です。これに対し

MFCAは、「環境」の視点で製造過程を見る手法です。原

価管理に加え、部材購入から製品提供までの間で、原材

料を可能な限り資源として有効に活用するため、「物

量」と「コスト」の両面から管理します。これにより、こ

れまで見過ごされてきた廃棄物そのもののコストが明

確になり、その削減へ向けた行動を促進し、資源生産性

を高めることが期待されます。

齊藤　私たちの「顧客環境改善活動」とMFCAの考え方

を結び付けることで、より効果的な改善提案を実施で

きると思います。例えば製造工程からの排水について、

回収・再利用可能な有価物や水の量を原材料のロスと

して把握し、回収にかかるコスト、回収によって削減で

きるコストと併せて定量的に示すことで、納得性の高

い提案が可能になります。

國部　また、「バリューチェーン」でMFCAを考える方

法もあります。これは、一企業だけで取り組むのではな

くサプライヤー、消費者を巻き込んだバリューチェー

ン全体や、業界全体で環境負荷低減の仕組みを体系化

し、活動を展開することが社会全体での環境負荷低減

に有効だという考え方です。

齊藤　私たちのほとんどの事業は民間企業をお客さま

としており、課題も千差万別で「顧客環境改善活動」も

個々の企業に対する個別の活動になっているのが現状

です。個々の活動を業界全体に広げることは、バリュー

チェーン全体で環境負荷低減に取り組むことの一つと

考えます。

國部　環境問題として日本で重要視されているのは

気候変動対策、すなわちCO2削減ですが、日本企業は

「変革と前進」に向けて
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齊藤 浩

栗田工業株式会社
代表取締役社長

國部 克彦 氏

神戸大学大学院
経営学研究科 教授

術力がなくては実現できません。クリタグループの環

境改善活動のうち、「社会ニーズ」の側面と「お客さま

ニーズ」の側面、これらの取り組みを推進し社会全体で

の環境改善に貢献し

て欲しいと思いま

す。

齊藤　私たちは「水

と環境」の幅広い分

野で培ってきた技

術力と豊富な経験・

ノウハウを有して

います。これまで以上に社会の要請に応えていくため

には、社員一人ひとりがお客さまへの環境貢献を強く

意識した事業活動を実践する必要があります。その中

で本日伺ったような新しい視点も加え、知恵と工夫に

よって環境改善活動のさらなる変革を目指して推進

していきたいと思います。

早くから省エネルギーに取り組んでおり、世界的に見

ても省エネルギーに関する技術レベルは高いと評価

されています。これは逆に個々の企業が今まで以上の

削減に取り組むのは非常に困難であることを示して

います。

齊藤　これまでのように一企業だけで省エネルギー

を考える時代ではなく、企業間や業界内において新

たな切り口で改善策を策定していくようになるで

しょう。また国内だけでなく、中国をはじめ現在勢

いよく成長している国々の省エネルギーに貢献する

こともさらに求められてくると思います。このよう

な社会動向は私たちにとって大きなビジネスチャン

スであり、お客さまの多様なニーズに十分応えてい

くために、組織間連携やグループをあげての取り組

みがこれまで以上に必要となるのは間違いないと思

います。

國部　たとえ新たな環境改善の切り口を見出しても技
（2010年7月実施）
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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。

プロフィール
会社概要
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　齊藤　浩
1949年7月13日
3月31日（年1回）
4,445名（連結）1,491名（単体）
（2010年3月31日現在）

　クリタグループは栗田工業（株）、子会社41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、私たちにしかできない「水のマ
ネジメント」で新たな価値を創り出し、持続可能な社会
の実現に貢献していきます。

環 境 改 善 活 動 基 本 方 針

企 業 理 念

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。

“水”を究め､
自然と人間が調和した
豊かな環境を創造する｡



KURITA GROUP Environmental Report 2010 04

3つの側面での環境改善活動を推進
　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。

対象範囲：栗田工業㈱と国内グループ会社

報告期間：2009年4月1日～ 2010年3月31日

ただし、2010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。

編集方針

自社内環境改善活動顧客環境改善活動
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トップ対談

環境改善活動の基本的な考え方

〈3つの側面での環境改善活動〉

　「社会ニーズ」の側面での取り組み

　「お客さまニーズ」の側面での取り組み

　「社内変革」の側面での取り組み

環境マネジメント体制／環境関連法規の順守

社会貢献活動

第三者意見

　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）」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。

活 動 指 針

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。

「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



　「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。

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

「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。

　工場やビル、商業施設では、空調や生産設備用の
冷水をつくるために冷凍機を使用しています。冷凍機
の熱交換器に汚れが付着して熱交換効率が低下す
ると、一定温度の冷水を供給するために冷凍機の運
転負荷が上がり、それに伴ってエネルギー使用量が
増加するという課題がありました。
　これに対しクリタは、スライムコントロール剤と制御
ユニット、モニタリングの組み合わせにより熱交換器
への汚れ付着を防止し、エネルギー使用量の増加を
抑える「ＮＴハイブリッド処理システム」を開発しまし
た。本システムで使用するスライムコントロール剤は、
冷却水中の浮遊細菌や熱交換器に付着したスライ
ムを殺菌・除去する過程で失われた有効成分を、酸
化剤の添加によって再生できるという特長があり、制

省エネルギー最適運転プログラム「NTハイブリッド処理システム」

御ユニットにより有効成分を常に必要な濃度に保つ
ことによって、熱交換器の汚れ付着を防止します。
　本システムは既に多く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。

項　目 2009年度実績

環境改善に貢献する
新商品、新技術開発件数

新商品による
顧客環境改善効果

16件

CO2環
境
改
善
項
目

廃棄物

環境負荷物質
14,910t

1,194t

1,532t

水質汚濁物質 1,402千m3

KURITA GROUP Environmental Report 201005

▲適用後の熱交換器内部

▲「NTハイブリッド処理システム」
　適用前の熱交換器内部

主な新商品・新技術のご紹介

※「顧客環境改善効果」については09ページを参照。



「
社
会
ニ
ー
ズ
」の
側
面

高濃度セレンを効率的に処理する「セレン含有排水処理システム」

　石炭火力発電所や石炭ガス化発電所では、ガス
処理工程でセレンを含む排水が発生します。セレン
は水質汚濁防止法における排水規制項目であり、排
水基準である0.1mg/L以下に処理する必要があり
ます。排水中のセレンは還元処理した後に凝集沈殿
させ汚泥として除去することが一般的ですが、従来
の方法では還元処理や凝集沈殿のために使用する
化学薬品が大量に必要であり、そのため発生する汚
泥も多いという課題がありました。
　これに対しクリタは、強い還元力を持つ「複合金
属還元体」によって高濃度セレンを効率的に処理す
る「セレン含有排水処理システム」を開発しました。
本システムにより、化学薬品の使用量を約2割、汚泥
を約3割削減することが可能となります。
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▲「セレン含有排水処理システム」の実証設備

使用化学薬品量を削減する電解硫酸製造装置「グリーンサルファシッドKD®」

　半導体製造プロセスのレジスト（保護膜）を除去
する工程では、硫酸と過酸化水素の混合溶液が剥
離剤として使用されています。環境負荷低減の観点
から、これらの化学薬品の使用量削減が課題となっ
ていました。
　これに対しクリタは、硫酸を電気分解して生成す
る、より酸化力の強い「過硫酸」を用いてレジストを
剥離する技術を開発しました。電解硫酸製造装置
「グリーンサルファシッドKD®」で生成する過硫酸は、
その強い酸化力により従来必要だった過酸化水素
が不要となります。また過硫酸はレジスト剥離後に硫
酸として循環利用できるため硫酸使用量も従来比で
約1/10に削減可能となります。
　本技術は既に半導体メーカーで採用され、期待
通りの効果を発揮しています。

▲「グリーンサルファシッドKD®」の実証機



「お客さまニーズ」の側面での取り組み
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クリタグループの商品・技術・サービス

水処理薬品事業

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。

2009年度 顧客環境改善効果 2009年度のお客さまの工場・事業所における環境負荷低減量を報告します。

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

ボ イ ラ 薬 品 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

環境改善項目 環境改善指標 顧客環境改善効果

256,360

20,279

7,071

12,081

209,384

77,933

451

2,851

81,235

61

1,723

1,784

36,996

657

t

t

t

t

千m3

千m3

節水量

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

環境規制物質削減量

化学薬品削減量

CO2

環境負荷物質

廃棄物

水質汚濁物質

土壌・地下水汚染物質

汚水処理量

汚染土壌浄化量

節水量

CO2排出削減量

廃棄物削減量

汚水処理量

汚染土壌浄化量
※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。
※2：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

千m3

MWh

㎘

千m3

t

t

t

t



「
お
客
さ
ま
ニ
ー
ズ
」の
側
面
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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。

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

一世帯が1年間に使用する水の平均
使用量は、320m3※2といわれていま
す。256,360千m3という節水量は、約
801,000世帯の1年分に相当します。

一世帯が1年間に排出するCO2は、約
5 , 3 5 0 k g ※ 1といわれています。
209,384tというCO2排出削減量は、
約39,000世帯の1年分に相当します。

一世帯が1年間に出すごみの量は約
1 , 5 9 0 k g ※ 3といわれています。
81,235tという廃棄物削減量は、約
51,000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 0× 2 0ｍ・水深 1 . 7 ｍで、容積は
1,700m3。36,996千m3という汚水処理量
は、プール約22,000杯分に相当します。

1m3の土壌を1.8tとすると、657千m3
という汚染土壌浄化量は、10tトラッ
ク約118,000台分に相当します。

年間256,360 千m3 を節水
一世帯 約801,000世帯分

年間209,384 tのCO2の発生を抑制
約39,000世帯分

年間81,235 tの廃棄物を削減
約51,000世帯分

約118,000台分

年間36,996千m3の汚水を処理
約22,000杯分

年間657千m3の汚染土壌を浄化

一世帯

一世帯

プール

10tトラック

※1：「日本の2009年度4月版温室効果ガス排出量データ（1990～2007年度）」温室効果ガスインベントリオフィス　2009.4.30発表／※2：東京都水道局平成18年度
生活用水実態調査／※3：「環境循環型白書平成19年度版」環境省　2007.6.6発行

土壌・地下水浄化 土壌・地下水汚染の調査および浄化

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



　「お客さまニーズ」の側面では、「生産性向上」「環境負荷低減」「創エネルギー」といったお客さまの課題を共有化

し、要望に即した商品、技術、サービスの提案・提供を行い、事業活動を通してお客さまの工場・事業所での環境改善

を実現しています。

　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、「お客さまニーズ」の

側面での実績としています。この指標を活用して、「お客さまニーズ」の側面における取り組みを評価し、次年度の活

動に反映しています。なお、「顧客環境改善効果」の実績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。

お客さまの課題解決に貢献する改善提案の推進

「お客さまニーズ」の側面での取り組み：環境改善事例

サミット美浜パワー株式会社 千葉みなと発電所 殿

　周辺地域への電力供
給を事業とするサミット美
浜パワー株式会社千葉
みなと発電所殿では、安
全で安定したエネルギー
の供給と環境に配慮した

取り組みの両立を目指し、環境負荷低減に取り組まれ
ています。その一環として運転管理方法の調整により
水使用量の削減を図り、事業開始当初に比べ3割程度
の削減は実現できたものの、新たな削減策の策定が課
題となっていました。
　クリタ･ケミカル関東は、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脱塩水として回収し、

　節水効果はもちろん、回収水の水質の良さがポイントでし
た。現在使用している工業用水は、夏場に有機物が増え、既
設純水装置では除去できず、ボイラのブロー頻度が多くなる
のが課題ですが、回収水を純水装置の原水とすることでブ
ロー量の削減が期待できます。将来的に
は、そのままボイラに使える水質にまで高
めていただけたらと思います。
　私どもが本業である発電に注力するた
めにも、クリタさんには水処理全般を担当
していただきたい。千葉の事例がサミットエ
ナジーグループに広がり、グループ全体の
環境負荷低減に貢献していただければと
思います。

冷却塔ブロー水の回収再利用によりCO2を8t削減

お客さまの声

ボイラ用純水装置の原水に再利用することを提案しまし
た。これにより14,025ｍ3を節水し、CO2を8t削減しまし
た。また、脱塩水を原水とすることで純水装置の負荷も
下がり、再生用薬品の削減も実現しました。

環境改善項目 環境改善指標 顧客環境改善効果

CO2
節水量 14,025m3（※）

8t（※）

千葉みなと発電所 所長

高野 英樹 様

※2009年8月～2010年3月の冷却塔ブロー水回収量

▲冷却塔ブロー水回収装置
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エムテックスマツムラ株式会社 尾花沢事業所 殿

　半導体製造後
工程のアッセンブ
リを事業とするエ
ムテックスマツムラ
株式会社尾花沢
事業所殿では、環
境中期計画の達
成に向けて「CO2
排出量の削減」や

「ゼロエミッションへの挑戦」に取り組まれており、効
果的な環境負荷低減策の継続的な実施を課題とさ
れていました。
　プラント事業本部は、工場の排熱利用による省エ
ネルギー策を検討し、利用可能な熱源を調査してコ

半導体製造部
装置管理課 施設係

近藤 克弥 様

　提案された冷却水熱回収装置を導入後、すぐに加温用燃
料を削減でき、削減効果も想定以上で結果には大変満足し
ています。本事例の他系列への水平展開も現在進めていま
すので、こちらの効果も
期待しています。
　当事業所では省エネ
ルギーの他にも、半導
体の洗浄に使用する水
の削減に取り組んでい
ます。クリタさんには、排
水の回収再利用などの
節水策を提案して欲し
いと思います。

工場の排熱利用によりCO2を294t/年削減

お客さまの声

ンプレッサーの冷却水の排熱を純水装置給水の加
温用熱源とすることを提案しました。これにより加温
用蒸気の使用量が減り、ボイラ用の燃料が削減可能
となりCO2を294ｔ/年削減しました。

半導体製造部 
装置管理課 課長

梶川 弘人 様

▲冷却水熱回収装置

イオンモール株式会社 イオンモール大和郡山 殿

　全国にショッ
ピング・セン
ターを展開す
るイオンモール
株式会社殿で
は、「環境への
影響を最小に
するモールづく
り」に取り組ま
れており、その
一つであるイオ

ンモール大和郡山殿でもヒートポンプをはじめ環境
負荷を低減する様々な機器を導入されています。大
和郡山市の水道水にはシリカ成分が多く、そのまま

　クリタさんからの「最適水処理提案」を導入し、冷却水の補
給水量は計画比でおよそ14％となり、大幅な節水が見込めま
す。またシリカのスケール化が抑制されたことで空調用冷凍機
の熱交換器の効率を維持することができるため、無駄な電力
使用量を抑制できると期待しています。環境負荷低減は当社
にとって永遠の課題ですので、クリタさんには当社に適用可
能な節水策や省エネルギー策を積極的に提案願います。

スケール化の抑制によりCO2を165t/年削減

お客さまの声

冷却水に使用するとスケールが発生するため循環使
用することができないという課題がありました。
　ケミカル事業本部は、これまでの知見を活かして
シリカ成分の多い水質でもスケール化を防止する水
処理薬品の適用による「最適水処理提案」を行いま
した。これにより水道水を冷却水として循環使用する
ことが可能となり、285,000m3/年の節水によりCO2
を165t/年削減できる見込みです。

オペレーションマネジャー 東　朋浩 様

▲水処理薬品を適用した設備

「
お
客
さ
ま
ニ
ー
ズ
」の
側
面
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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
節水量 285,000m3

165t/年

環境改善項目 環境改善指標 顧客環境改善効果

CO2
重油削減量 105kℓ/年

294t/年



「お客さまニーズ」の側面での取り組み：環境改善事例

株式会社新日軽北陸 高岡工場 殿

　断熱サッシなどア
ルミニウム建材製品
の押出形材の製造拠
点である株式会社新
日軽北陸 高岡工場
殿では、使用エネル
ギー量の削減に継続
的に取り組まれてい
ます。既に生産設備
を中心とした削減策

は数多く実施しており、更なる省エネルギーの実現に
は、生産設備以外での削減策が課題となっていました。
　クリタ・ケミカル北陸は、スケール防止とスライム抑制
の効果を持つ水処理薬品による冷却水処理の最適化

皮膜課 設備担当

松原 博崇 様

　工場全体での省エネルギーを推進していくうえで、新たな
施策を検討していたところに今回の提案をいただきました。予
想以上の省エネルギー効果が出ており、従来は月1回行って
いた熱交換器の清掃作業もなくなり、助かっています。現在
は冷凍機の他にボイラ
の水処理もお願いして
いますが、省エネルギー
は永遠の課題ですの
で、他の工場で効果の
出た施策や新技術を積
極的に提案して欲しい
と思います。

冷凍機のエネルギーロス抑制によりCO2を256t/年削減

お客さまの声

により、冷凍機の熱交換器に付着する汚れを防止し高
い熱交換効率を維持することを提案しました。これによ
り冷凍機のエネルギーロスを抑制しCO2を256ｔ/年削
減しました。

取締役 高岡工場長

有沢 欣治 様

▲水処理によって清浄化した冷却塔

株式会社富士通ファシリティーズ・エンジニアリング 三重事業所 殿

　半導体工場のユー
ティリティ設備の管理
を事業とする株式会
社富士通ファシリ
ティーズ・エンジニアリ
ング三重事業所殿は、
富士通グループの一
員として継続的に省エ
ネルギーを始めとする
環境負荷低減に取り

組まれています。同事業所では、夏季に冷却水設備
でスライムが発生し、冷凍機の熱交換効率低下に伴
うエネルギーロスの削減が課題となっていました。
　ケミカル事業本部は、現場調査によってスライム発 笹原 健一 様

　今回の対象となった冷却水系では、殺菌剤を添加している
にもかかわらずスライムが発生していたため、クリタさんに相談
したところ、要因を解析した上で納得性の高い改善提案をい
ただきました。結果としてスライムの発生は無くなり電力使用
量も削減でき、お願いして良かった
と思っています。
　今後は本事業所内の他の冷却
水設備や他事業所への水平展開
も図っていきたいと考えていますの
で、その際には今回同様に水処理
のリーディングカンパニーとしてのノ
ウハウを十分に発揮して欲しいと
思います。

冷却水設備のエネルギーロス抑制によりCO2を125t/年削減

お客さまの声

生要因を特定し、スライム抑制効果をモニタリングし
ながら水処理薬品を自動注入する管理方法を提案
しました。これによりエネルギーロスを抑制し、CO2を
125t/年削減しました。
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三重事業所 所長

▲改善提案後の冷却塔内部。
　手前が水処理薬品の添加設備

環境改善項目 環境改善指標 顧客環境改善効果

CO2
電力削減量 673,000kWh/年

256t/年

環境改善項目 環境改善指標 顧客環境改善効果

CO2
電力削減量 330,000kWh/年

125t/年



「
お
客
さ
ま
ニ
ー
ズ
」の
側
面

JFEスチール株式会社 東日本製鉄所（千葉地区） 殿

　銑鋼一貫の
製鉄工場であ
るJFEスチール
株式会社東日
本製鉄所殿で
は、排水中の富
栄養化物質で
ある窒素の排
出量削減を課
題として取り上

げて活動していました。
　プラント事業本部は、窒素の排出量を削減する
とともに、水処理汚泥の発生量を削減する技術を
盛り込んだ排水処理の提案を行いました。排水中

エネルギー部
エネルギー室

吉田 周史 様

　主テーマの水質改善では予想をはるかに上回る成果を上
げることができ、とても感謝しています。この成果は全社的に
話題になっており、他施設での導入検討の話も出ています。
　今回の提案もそうですが、クリタさんには革新的というイ
メージがありま
す。これからも
環境課題解決
につながる革
新的な技術開
発と、積極的
な提案を期待
しています。

汚泥減容設備により廃棄物を730t/年削減

お客さまの声

の金属を分離した後、窒素を微生物により処理し、
排水中の窒素を低減、さらにオゾンによる汚泥減
容処理を行い水処理汚泥を730t/年削減しまし
た。

環境改善項目 環境改善指標 顧客環境改善効果

廃棄物 汚泥削減量 730t/年

エネルギー部長

藤井 良基 様

エネルギー部 エネルギー技術室 
主任部員（課長）

香月 泰弘 様

▲排水処理設備

株式会社 富山村田製作所 殿

　セラミック
スを応用した
電子部品を
製造している
株式会社 富
山村田製作
所殿では、同
社の廃棄物
量のほとんど
を占める、生
産ラインから
の発生汚泥

の削減が課題となっていました。
　プラント事業本部はお客さまと協同して、既設脱

　既設脱水設備の活用による汚泥削減は実現可能な手段
として検討を進めていたもので、昨年度ようやく実施すること
ができました。廃棄物発生量を大幅に削減でき、満足できる
結果となりました。
　排水処理設備から発生する汚泥は排水処理に使用する
薬品に由来するものがほとんどなので、薬品を使わずにフィ
ルターだけで処理可能な設備など、革新的な技術・商品の
提案を期待します。

既設脱水設備の活用により廃棄物を300ｔ/年削減

お客さまの声

水設備の活用により汚泥を減容する方法を検討しま
した。過去の知見を活かし、金属を多く含み比重が
高いという汚泥の性状に合ったポンプを選定し、こ
れを採用した搬送設備により既設脱水設備で汚泥
を脱水できるよう、排水処理設備を改善しました。こ
れにより、廃棄物を300t/年削減しました。

環境改善項目 環境改善指標 顧客環境改善効果

廃棄物 汚泥削減量 300ｔ/年

管理部 環境管理課 係長 大沢 則明 様

▲汚泥搬送設備
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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

日立電線株式会社 高砂工場 殿

　ケーブルや化
合物半導体を
製造している日
立電線株式会
社高砂工場殿
では、「環境負荷
低減を目指した
モノづくり」に継
続的に取り組ま

れています。油分や結晶切削粉を含んだ半導体結
晶切断工程からの排水が全て廃棄物となっており
環境負荷削減の大きな課題となっていました。
　プラント事業本部は、既設排水処理設備をできる
だけ有効活用する方法を調査しました。その結果、

日立電線メクテック株式会社 
化成部 第二化成課 課長

鈴木　隆 様

　今回の結果は予想以上の効果が出ており、社内でも高く
評価されとても満足しています。
　また当工場で使用し
ている井戸水は硬度が
高く純水製造設備の運
転管理に苦労している
ので、クリタさんには水の
専門家として費用対効
果も含めて引き続き効
果的な提案をいただきた
いと思います。

排水処理設備の改善により廃棄物を896t/年削減

お客さまの声

前処理設備として油分離装置を設置し排水中の油
分を分離した後、重金属捕集剤により結晶切削粉を
含んだ汚泥と排水とに分離する排水処理設備へ改
善することを提案しました。これにより廃棄物を
896t/年削減しました。

環境改善項目 環境改善指標 顧客環境改善効果

廃棄物 汚泥削減量 896 t/年

化合物半導体事業部 
半導体製造部 SASグループ

益子 弘一 様

▲油分離装置

株式会社日本キャンパック 赤城工場 殿

　コーヒーをはじ
め果汁飲料、お茶
など各種飲料の
調合から充填、包
装、物流までを一
貫して行う株式会
社日本キャンパッ
ク殿では、CO2削
減、廃棄物削減、

化学薬品削減を群馬県内の４工場全てで取り組んでお
られます。その一つである赤城工場殿では、排水中の浮
遊物質の除去に使用している無機凝集剤が汚泥の発生
源となっているため、その削減が課題となっていました。
　ケミカル事業本部は、排水の性状を分析し、無機

　今回の提案では、無機凝集剤の削減量だけでなくpH調
整剤の削減量も予想以上に大きかったことに驚いています。
赤城工場として大変満足していますし、今回導入した「有機
凝結剤溶解供給設備」も溶解不良が無く
満足しています。
　今後もクリタさんには様々な提案をお願
いしたいと思います。現に、目前のテーマと
して廃棄物の削減につながる汚泥の効率
的な脱水についての提案をお願いしてい
ますが、この他にも環境改善につながる
新しいアイデアを期待しています。

有機凝結剤の適用により化学薬品を739t/年、廃棄物を319t/年削減

お客さまの声

凝集剤の凝集効果を補う独自の有機凝結剤を提案
しました。これにより、無機凝集剤を300ｔ/年削減し
ただけでなく、pH調整剤を439t/年削減し、さらに廃
棄物である無機凝集剤由来の汚泥を319t/年削減
しました。

環境改善項目 環境改善指標 顧客環境改善効果
環境負荷物質
廃棄物

使用化学薬品削減量
汚泥削減量

739t/年
319t/年

赤城工場 業務課 課長

須永　薫 様

▲有機凝結剤溶解供給設備
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株式会社トーカイ 羽島工場 殿

　リネンサプラ
イ事業やリース
キン事業を展開
する株式会社
トーカイ殿では、
事業拡大に伴う
同社羽島工場
での排水量の
増加に対応する

ため、排水処理設備の増設を必要とされていました。増
設にあたっては、処理水の排出先である伊勢湾での水
質総量規制の今後の強化を見込んで同社独自に設定
した自主基準値をクリアすることと、工場の限られた設
置スペース内に収めることが課題となっていました。

生産本部 生産部 
生産技術グループ マネジャー

大橋 善孝 様

高効率排水処理設備により汚水を365,000m3/年処理

お客さまの声

　プラント事業本部は、お客さまの課題である水質
総量規制対応と省スペースを解決するため、微生物
を高密度化した高効率の排水処理設備を提案しま
した。これにより365,000m3/年の汚水処理を可能と
しました。

環境改善項目 環境改善指標 顧客環境改善効果

水質汚濁物質 汚水処理量 365,000m3/年

生産本部 生産部
生産技術グループ マネジャー

青井 伸也 様

▲増設した排水処理設備
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　多岐にわたる幅広い業種のお客さまの環境改善に取り組んでいます。その一部を紹介します。

さまざまな改善事例を紹介します。

環境改善項目 環境改善指標

CO2

CO2

CO2

CO2

廃棄物

土壌・地下水
汚染物質

顧客環境改善効果

A社石油精製工場の冷却水処理を水処理薬品により最適化して冷却
水の濃縮率を上げ、ブロー水量を削減し、節水を実現

B社石油精製工場の精製プロセスで原油に汚れ防止剤を添加して予
熱系熱交換器出口の温度低下を防止し、加熱用燃料を削減

C社自動車工場の冷却水処理を水処理薬品により最適化して冷凍機の熱交換器のス
ライムの発生・付着を防止し、エネルギーロスを抑制することで電力使用量を削減

D社印刷工場のコンプレッサー冷却水処理を水処理薬品により最適化して熱交
換器の汚れ付着を防止し、エネルギーロスを抑制することで電力使用量を削減

E社タイヤ工場の排水処理設備に汚泥を高密度化する設備と圧搾型
脱水機を導入し、廃棄物量を削減

F社電気機器工場でボーリング調査により焼却灰の存在範囲・深度を特
定し、場外処分場へ搬出処理することで、土壌・地下水汚染物質を除去

節水量

重油削減量

電力削減量

電力削減量

汚泥削減量

汚染土壌浄化量

改善内容

　排水処理設備が本格的に稼働して以来、処理水質は基準
値をクリアしたまま安定しています。従来に比べ運転管理も楽に
なり、安心して設備を見ら
れるようになりました。
　今後はポンプ類の省
エネルギー型への転換
や機器の運転方法の
最適化など、ハード・ソフ
ト両面での省エネル
ギー策の提案をお願い
します。

206,000m3/年

3,100kℓ/年

119t/年

8,680t/年

100,000kWh/年

31,000kWh/年

38t/年

12t/年

47t/年

72m3



CO2排出量・廃棄物量の削減

■ CO2排出量の推移 ■ 廃棄物量の推移

200.0

150.0

100.0

50.0

0

売上高百万円あたりの排出量（kg） 絶対量（t）

30,000

20,000

10,000

0

2007 2008 2009

22,505 22,541
23,563

109.8
112.9

132.0

絶対量（t）

30,000

20,000

10,000

0

2007 2008 2009

26,895 27,133
26,186

　CO2排出量は「売上高百万円あたりの排出量を2008年度比1％削減」という目標に対して16.9％増加となり、目

標未達となりました。

　廃棄物量は「2008年度以下」という目標に対して3.5％削減となり、目標達成となりました。
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「社内変革」の側面での取り組み
C O 2排出量・廃棄物量の削減と化学物質管理・廃棄物管理の
取り組みについて紹介します。

化学物質管理・
廃棄物管理

項　目

「社内変革」の側面

廃棄物量

CO2排出量

各事業所における化学物質
および廃棄物の取り扱いが
適正に管理されている。

各事業所における化学物質
および廃棄物の取り扱いが
適正に管理されている。

2008年度以下絶対量

̶
「毒物及び劇物取締法」お
よび「廃棄物処理法」に関
する法令違反件数0件

2009年度以下

2009年度 2010年度
目　標 目　標

23,563t 2009年度以下̶絶対量

16.9％増加

3.5％削減

2008年度比
1％削減

2009年度比
13.5％削減

売上高百万円
あたりの排出量

実　績



「
社
内
変
革
」
の
側
面

　自社内環境改善活動方針である「３Ｒの推進」として、従来のリデュースの取り組みに加え、2009年度からリサイ

クルの視点で最終処分廃棄物の削減を目的とした、排出物の有価物化や再資源化に取り組みました。

　なお、2009年度のリサイクル化率は16.6％です。

リサイクルの推進

リサイクル化率向上の取り組み事例（栗田工業／山口事業所）

　「毒物及び劇物取締法」「廃棄物処理法」などの法律や社内ルールの順守

を目的として、各事業所の環境改善活動推進責任者が中心となり、「化学

物質管理要領書」「廃棄物管理要領書」を活用し、管理を徹底しています。

　技術試験や水質分析などで日常的に化学薬品を使用する事業所で

は、化学薬品の漏洩・流出事故といった緊急事態に対応する教育・訓練

を行い、安全作業の徹底を図っています。また、環境改善推進部会で選

任された「モニタリングチーム」により化学物質の保管・使用状況、廃

棄物の分別・保管・処分状況の確認を行っており、28カ所の事業所で

モニタリングを実施しました。その結果、要領書通り管理されている

ことを確認しました。

化学物質管理・廃棄物管理の徹底
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　栗田工業の山口事業所では規格型水処理装置の
製造、純水装置に使用する膜の洗浄を行っていま
す。同事業所で発生する主な産業廃棄物は、再利用
できなくなった活性炭、水処理機器の梱包材（段
ボール、木製架台など）、水処理装置の製造工程から
の廃材（廃プラスチック、金属くずなど）です。
　リサイクル化率の向上には、これらの産業廃棄物
をできるだけ再資源化する必要があります。そのた
め山口事業所では、分別の徹底とリサイクル化に対
応できる中間処理会社の選定に取り組み、この結
果、2009年度は産業廃棄物排出量76.7tのうち
93.7％にあたる71.9tをリサイクルしました。

▲化学物質の保管場所入口に注意事項を掲示し適正管理を徹底

▲分別の徹底によりリサイクルを推進

※リサイクル化率（％）=
有価物（kg）+再資源化した廃棄物（kg）

排出物（kg）



　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。

環境マネジメント体制

　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。2009年度は、環境に関わる罰

金・科料は受けていません。その他、社外に影響を及ぼ

す大きな事故の発生はありません。

環境関連法規の順守

■ 事業活動に関係する主な環境関連法規

■ 環境改善活動のPDCAサイクル

●水質汚濁防止法
●省エネ法
●地球温暖化対策推進法
●下水道法
●騒音規制法
●廃棄物処理法

●振動規制法
●毒物及び劇物取締法
●大気汚染防止法
●消防法
●PRTR法

継続的
改善

環境改善活動基本方針
に基づく実施計画

Plan

Check

計画施策の
見直し

Action
計画に従って
実施

Do

レビューによる
課題の抽出
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■ 環境改善活動の推進体制

社 長

環 境 改 善
推 進 部 会

事 業 所

社 員

本部・事業本部

社 員

グループ会社
（環境改善活動推進責任者）環境改善推進部会 （環境改善活動推進責任者）

環境改善活動
推 進 会 議

社 員

社会貢献活動

　私たちは、「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」ことを目的にクリタ水・環境
科学振興財団（2009年11月に公益財団法人）を
1997年に設立し、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。2009年度は439件の応募
の中から51件を採択し研究助成を行いました。
　また、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ている
研究者に対し授与する「クリタ水・環境科学研究優
秀賞」は5名の研究者に、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「ク
リタ賞」を11名に授与しました。

「水と環境」に関する調査・研究および国際交流を助成

▲2009年度助成金贈呈式
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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



経営企画室　業務変革部

〒160-8383　東京都新宿区西新宿三丁目4番7号

栗田工業株式会社

TEL

FAX

URL

03-3347-3524

03-3347-3099

http://www.kurita.co.jp
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