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お客様と共に築き上げた成果です。

クリタグループでは、お客様にご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。
2014年度の顧客環境改善効果は、2014年 4月から 2015年 3月までの 1年間に受注した案件を対象に、
受注時にお客様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。
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栗田工業と国内グループ会社
なお、社名等の名称は 2015年 3月 31日現在のものです。

対象範囲

本報告書は、「環境改善活動基本方針」に基づく 3つの側面（「技術革新」の側面、「お
客様ニーズ」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等を、
ステークホルダーの皆様により深くご理解いただくために発行しました。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・
登録商標です。

発行の目的
2014年 4月 1日から 2015年 3月 31日まで
ただし、2015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。

対象期間

「環境報告ガイドライン（2012年版）」（環境省）

参考にしたガイドライン

より詳しい情報は
http://www.kurita.co.jp/environment/index.html

をご覧ください。

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

脱水剤や嫌気性排水処理に 
よる汚泥削減、乾燥機導入
による廃棄物削減等

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
品削減等

排水処理設備で処理する汚
水量

CO2 排出削減量 廃棄物削減量 環境負荷物質削減量 汚水処理量

顧客環境
改善効果

1世帯あたりの年間 CO2排出量は
約 4,760kg※ 2。
80,647t／年の CO2排出削減量は
約 16,900世帯分に相当します。

1世帯の年間水使用量は約300m³※3。
12,257千 m³／年の節水量は約
40,900世帯分に相当します。

1 世帯の年間ゴミ排出量は約
1,400kg※ 4。75,590t／年の廃棄
物削減量は約 54,000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。
23,032千m³／ 年の汚水処理量は
プール約13,500杯分に相当します。

t／年75,590※ 1

t-CO2／年80,647 千m³／年12,257 696 t／年 23,032 千m³／年

節水量

※ 1 試算に使用した CO2排出係数は次の通り。電力：0.487kg-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 2013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活動推進センター「家庭からの二酸化炭素排出量」
※ 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
※ 4「 環境・循環型社会・生物多様性白書平成 26年版」（環境省）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
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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

汚染土壌浄化量 大気汚染物質処理量

触媒分解装置による臭気成
分を含んだ排気ガスの処理

1m³の土壌を1.8tとすると、467
千m³という汚染土壌浄化量は、
10tトラック約 84,100台分に相当
します。

467千m³／年 358Nm³／年
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グローバルに社会やお客様の環境負荷低減に取り組む、クリタグループの環境改善活動。
その経営的な位置付けや、活動の活性化に向けた取り組み等について、
環境経営の専門家 國部克彦氏と、当社社長 中井稔之との対談を通してお伝えします。

環境改善活動に全社員が取り組み、
クリタグループの競争力強化につなげる

じます。積極的な提案で社会全体に広く貢献してもらえればと

思います。

中井　次はクリタグループの自社内環境負荷低減である「『社

内変革』の側面」です。エネルギー消費原単位低減の取り組み 

で「直近 5カ年間平

均の原単位低減率1％

以上」という省エネ

ルギー法に定める基

準を 2 期連続で達成

しました。社員の省

エネルギーに対する意識の向上と真摯な取り組みの結果と考え

ています。

國部　1％でも原単位を改善するということは決して簡単では

ないはずです。目標に向けて地道に取り組んでいる社員の皆さ

んの努力の成果といえます。クリタの特長である顧客環境改善

活動だけでなく自社内環境改善活動でもしっかりした成果をあ

げていることは素晴らしく、今後も継続して達成されることを

期待しています。

中井　ありがとうございます。新しい取り組みとして「クリタ

環境月間」というイベントを開催しました。これは国内外のグ

ループ全社員と家族を対象として、環境に関する体験・絵画・

写真・標語を募集したもので、業務以外の環境に対する活動や

意識にスポットをあてて幅広い環境意識の醸成を図ることが目

的です。初めてにしてはグループ社員や家族から多くの参加が

あり、新たなコミュニケーションの手段として成功したと考え

ています。

國部　これまでのクリタとは一味違う良い取り組みだと思いま

す。このような活動を継続するには、経営トップ層が積極的に

参加するとともにマンネリ化を防ぐための工夫が大切です。

國部　最近、企業の環境経営に 2 つの特徴が見えてきました。

1 つは、かつて環境経営は超大手企業だけが取り組んでいた感

がありましたが、取り組む企業のすそ野が拡大してきたことで

す。もう 1 つは、環境を事業活動と結び付ける傾向が強まって

きたことです。企業にとって利益は短期的にだけ求めれば良い

のではなく、長期的にも継続して拡大するものでなければなら

ないと視点が変わってきました。これと同様に、環境に対する

取り組みも非常に長いスパンで継続することが重要です。この

ため、環境と事業活動との一体化が企業存続の必須条件のよう

になっています。

中井　私も環境改善に関するクリタの提案を受け入れていただ

くお客様が増えていると感じています。これまで以上に薬品、

装置、メンテナンスを組み合わせた総合力を発揮し、お客様に

最適なソリューションを提供していきます。しかし、環境改善

活動の課題は 2 つあると考えています。まず、顧客環境改善効

果です。受注した案件の中で顧客環境改善効果の集計にあげら

れていないものが少なからずあり、実態を精査する必要があり

ます。問題がどこにあるのかを明確にしたうえで、仕組みの見

直しや社員の意識向上を図っていきます。

　次に海外事業会社における展開です。各社が顧客環境改善活

動と自社内環境改善活動の両方で目標と重点施策を立て、従来

の国内 27 社と合わせ、本年度より海外 10 社においても環境

改善活動ができるようになりました。ただ、海外ではスタート

したばかりで、ナショナルスタッフの活動への理解・浸透につ

いて工夫していく必要があります。まずは、ナショナルスタッ

フにグループ各社の活動状況をわかりやすく伝え、情報の共有

化を図ることを考えています。

國部　2 つの課題とも社員一人ひとりの意識の向上と行動の変

化がカギとなります。環境改善に関する取り組みを通して、環

境に対する意識が根付いてくると社員の誇りにつながります。

環境改善活動が事業

活動そのものである

クリタグループの特

長を最大限活かして、

これまで以上に短期・

中長期の両面から環

境改善活動に取り組まれることを期待します。

中井　クリタグループにとって環境改善活動は企業理念に基づ

く重要な活動であるとともに、倫理行動規範において、経営者・

社員が共有し、大切にすべき価値の一つとしている『共生』の

具現化に他なりません。したがって、水と環境の先進的マネジ

メント企業として、地球環境をより良い状態で次世代に引き継

ぐため、社員一人ひとりが高い意識を持って、競争力強化によ

る事業拡大と環境改善を両立させた事業活動を行っていくこと

が大切であると考えています。

國部 克彦（こくぶ かつひこ）
神戸大学大学院経営学研究科教授。2014 年同研究科長に就任。1990 年大阪
市立大学大学院経営学研究科後期博士課程修了。博士（経営学）。経済産業省
委託「環境ビジネス発展促進等調査研究・環境会計委員会」委員長、環境省

「環境会計ガイドライン改訂検討会」委員等の各種委員を歴任。ISO/TC207/

WG8 議長。環境経営・会計および CSR 経営を世界的にリードする第一人者。

栗田工業株式会社 代表取締役社長

中井 稔之
神戸大学大学院 経営学研究科 教授

國部 克彦氏

トップ対談

中井　クリタグループは、お客様の環境改善に貢献する商品・

技術・サービスを開発する「『技術革新』の側面」とお客様に

ソリューションを提供する「『お客様ニーズ』の側面」におけ

る環境改善活動に継続して取り組んできました。当活動の結果

である顧客環境改善効果において 2014 年度は廃棄物削減、水

質汚濁物質削減、土壌・地下水汚染物質削減および大気汚染物

質削減の 4 項目で前年度を上回りました。これは環境改善を切

り口としたお客様への提案活動に注力したことと、お客様が提

案の付加価値を十分理解して採用いただいたことの表れだと考

えています。

國部　指標を用いて活動結果を測ることで現状の課題を明らか

にし、次年度の計画につなげる PDCA を 10 年以上続けてこら

れたことが、その結果につながったといえます。

中井　「『技術革新』の側面」ではボイラ薬品で新素材を開発し

ました。ボイラ内部に水あかに似たスケールが付くと燃料のロ

スになります。そのため、従来はスケール成分を薬品でボイラ

水中に分散させ、同時に成分濃度が高くならないよう水を入れ

替えていました。また、付着したスケールに対しては、運転を

止めて薬品で洗浄するか、運転しながら洗浄する薬品を追加す

る必要がありました。このたび開発した新素材は、強力なスケー

ル付着防止機能だけでなく、ボイラを運転しながら付着したス

ケールも除去するという 2 つの効果を持っています。本素材「ド

リームポリマー ®」を用いた水処理薬品を拡充することで、お

客様の省エネルギーや節水に貢献していきます。

國部　工場や大規模施設においてボイラから作られる蒸気の用

途は広いので、省エネルギーや節水となる意義ある開発だと感

2014年度の環境改善活動の取り組みと成果

2015年度の環境改善活動の取り組み
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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。

私たちクリタグループの環境改善活動は、
「技術革新」、「お客様ニーズ」、「社内変革」の

３つの側面から推進しています。

「技術革新」の側面は、環境改善に寄与する新商品・新技術の開発によって、

持続可能な社会の実現に応える〈未来〉に向けた環境貢献です。

「お客様ニーズ」の側面は、お客様が要望される環境改善に、

商品・技術・サービスでお応えする〈現在〉に向けた環境貢献です。

そして、「社内変革」の側面は、自社の業務を改善・工夫することによって、

環境負荷を低減し続ける環境貢献です。

CO2 排出量削減
廃棄物・水質汚濁物質削減

環境負荷物質削減
土壌・地下水汚染物質削減

2014 年度実績
改善事例
2015 年度目標

生産性向上
環境負荷低減
創エネルギー

クリタグループ
環境改善活動

「お客様ニーズ」
の側面
☞ P9へ

「技術革新」
の側面
☞ P7へ

「社内変革」
の側面
☞ P17へ

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。

「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、
お客様の環境改善を実現する。

21 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
“水”を究め､自然と人間が調和した
豊かな環境を創造する

環境改善活動
基本方針 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
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「技術革新」の側面

「水と環境」の課題解決につながる
新しい商品・技術の創出に取り組んでいます。
クリタグループは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しています。
ここでは新商品、新技術をいくつかご紹介します。

「層状チタン酸カリウムによる高塩類廃液からのストロンチウムの吸着分離」が
第 30回日本イオン交換学会「技術賞」を受賞

東北大学三村研究室と栗田工業の共同研究「層状チタン酸カリウムによる高塩類廃液からの
ストロンチウムの吸着分離」が「第 30 回日本イオン交換学会」の「技術賞」を受賞しまし
た。福島第一原子力発電所事故による汚染水問題対策として当社の独自技術により、海水が
混入した汚染水でも低濃度までストロンチウムを選択的吸着する剤の成形手法を開発したこ
と、さらに産学一体となって本吸着剤が実汚染水を効果的に処理できることの証明をしたこ
とが評価されました。

T o p i c s

環境改善に貢献する新商品・新技術

新商品・新技術
環境改善項目

CO2 廃棄物 環境負荷物質 水質汚濁物質

コンビナート向け冷却塔ブロー水の回収・再利用システム

水再生設備の汚染診断技術および濁質・有機物複合型汚染 RO 膜の洗浄技術

自動車工場塗装ブース循環水中の余剰塗料を凝集処理し、循環水を浄化する薬品

再生紙製造工程で古紙由来の汚れを低減し、紙の品質不良や印刷不良を低減する薬品

木材パルプ製造工程で漂白剤の使用量を削減する薬品

タワー型 FRP 水槽を利用した短納期・省スペースで汚泥発生量の少ない好気性排水処理装置

食品・飲料等のスラリー状の有機性廃棄物をメタン発酵処理し、バイオガスを回収する膜式嫌気処理システム

連続通水・間欠曝気を特徴とする省エネルギー・省薬品・省スペース型の排水中の窒素を処理するシステム

タワー型バイオプラネット® SR

　中国や東南アジアでは工業用水が不足しており、特に石油化学 

コンビナートでは冷却水を大量に使用しているため、回収・再利用のニー
ズが高まっています。これに応えるため、栗田工業は、冷却水ブロー水（排
出水）を回収・再利用するシステムを開発しました。当社の強みである
冷却水処理薬品技術と水処理膜装置を組み合わせて開発した本システム
は、ブロー水を最大 80％まで安定的に回収・再利用することができます。

冷却水ブロー水回収システムで節水に貢献1

　微小動物を利用して汚泥発生量を削減できる好気性排水装置「バイ
オプラネット®SR」はコンクリート水槽を用いるため、大規模な土木
工事が必要でした。栗田工業は、トラック搬送が可能なタワー型構造
の FRP 水槽をベースにした好気性排水処理装置を開発し、現地工事の
短縮、省スペース化を可能としました。今後、排水処理装置の更新・
新設案件に提案し、幅広いお客様の工場用地の有効活用と環境改善に
貢献します。

タワー型好気性排水処理装置で現地工事の短縮化、
省スペース化および汚泥削減に貢献

2

補給水

冷却水薬品

循環水

ブロー水

回収・再利用水

排水

最大80%まで回収・
再利用して節水 モニタリング 水質自動制御＋

回収装置

表彰状と記念盾

新商品
ピッチ除去剤

ピッチの
削減古紙処理工程で

ピッチを系外に排出

障害の発生

紙を抄く工程で
徐々に塊に

白水
（紙の原料を含んだ水）

濃縮

ピッチ発生のメカニズム

紙の原料

古紙処理（インク除去）工程

繊維

処理水

気泡でインクを
除去

スパンプラス®FT-180

発電あるいは
蒸気利用

発酵残渣が少ない

バイオガス
（メタン 60-70%）

有機性スラリー

スクリーン 処理水

発酵槽
膜分離により、

メタン菌を高濃度に保持

UF 膜

返送

　紙の製造工程で発生しているピッチ（木材や古紙に含まれ
ている粘着物質）や紙粉（紙の表面に付着した微細な粉末状
のゴミ）が原因となって、紙の品質不良や印刷時にインクが
紙に転写できないトラブルが発生します。栗田工業は、これ
らの阻害成分を効率よく除去する薬品を開発しました。これ
により、紙の生産歩留まりが向上し、製造工程に関わるエネ
ルギー・材料の削減となり、CO2 排出量削減につながります。

紙の品質不良や印刷不良を低減する薬品で
紙製造に関わる CO2 排出量削減に貢献

3

　食品・飲料工場では、製造工程から高濃度の懸濁物質や有機物を含
んだスラリー（粘性の高い泥状物質）状の有機性廃棄物が発生します。
従来このような有機性廃棄物は、濃縮して廃棄物として処理されるか、
希釈して排水処理されていました。栗田工業は、このスラリー状の有
機性廃棄物を濃縮や希釈をせずに直接メタン発酵処理するシステム（湿
式メタン発酵）を開発しました。このシステムを適用することで有機
性廃棄物の量を削減するとともに、発生するメタンガスをガス発電や
ボイラ熱源に有効利用することで、CO2 排出量削減に貢献します。

湿式メタン発酵システムで有機性廃棄物発生量
および CO2 排出量削減に貢献

4

　水が慢性的に不足している中国では、RO 膜を用いた水再生設備で排
水の回収・再利用を行っていますが、染色工場のような濁質成分や有
機物濃度の高い排水の回収では、RO 膜が汚れて詰まることによる装置
の稼働停止が多く発生しています。栗田工業は、膜の汚染物質を絞り
込み、その発生原因を特定する装置診断ツールと、診断結果に基づき
RO 膜を最適洗浄する技術を開発しました。これにより水再生設備の稼
働率を向上させることで節水に貢献します。

水再生設備の汚染診断と最適洗浄による
水回収率向上技術で節水に貢献

5 さまざまな
RO 膜の汚染物質

節水に
貢献

RO 装置の
稼働率アップ

微生物に
よるもの

スケール

有機物
クリタの

RO 膜の洗浄技術
の適用

RO 装置診断ツールによる
膜の汚染物質の絞り込み、

発生原因の特定
＋

ピッチ
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「お客様ニーズ」の側面

「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、
お客様とのパートナーシップによって実現した、「水と環境」に関する多様なソリューション例をご紹介します。

商品・技術・サービスの提供によって、
お客様の「環境改善」に貢献しています。

グローバルサプライ本部 生産統括部
生産技術部 工務課 課長

小野　好正 様

ボイラの詳細な運転データに基づくシ
ミュレーションを提示してもらったこ
とにより、省エネルギーおよびライフ
サイクルコストの両面で最適なボイラ
設備を選択することができました。ま
た、重油量だけでなく電力量も大き
く削減できています。今後も省エネル
ギー提案を含めたトータルサポートを
期待しています。

お客様の声

左／ボイラ
下／ボイラ薬品と薬品注入設備

事例 1

削減15%重油量

　家庭用殺虫剤等日用品を生産しているアース製薬株式会社坂越工
場殿では、環境方針に基づき省エネルギー機器の導入等事業活動に
おける環境負荷の低減に努められています。
　お客様では長年の使用でボイラのエネルギー効率が低下してきた
ためボイラの更新を検討されていました。ボイラ設置時と現在では
生産品目が変わり、必要な蒸気量に対して供給能力過剰であるため、
この見直しと更なる省エネルギーが課題でした。
　栗田工業ケミカル事業本部は、蒸気量の測定をベースにしたシ
ミュレーションにより更新後の省エネルギーメリットを明確にする
とともに、ボイラ、付帯設備およびボイラ薬品を含めた最適な水処
理システムを提案しました。
　本提案をご採用いただいた結果、ボイラの燃料である重油量の削
減が可能となり、従来と比べて重油量の 15％削減につながりました。

お客様の
課題

運転負荷に適したボイラ設備への更新と
更なる省エネルギー

解決策
1. 蒸気量測定をベースにした
 シミュレーションによるメリットの明確化
2. ボイラ、付帯設備と薬品による水処理システム
 の最適化

アース製薬株式会社　坂越工場  殿

削減13%重油量

　発泡スチロールを製造している E P笠原株式会社殿は、環境方針
に基づき、事業活動における省エネルギー等環境負荷の低減を推進
されています。
　お客様では製品を製造する工程で、冷却水と蒸気が直接混じるた
め蒸気ドレンに硬度成分が含まれます。この蒸気ドレンをボイラ給
水とした場合、熱エネルギーの回収による省エネルギーになります
が、同時にボイラ内にスケールを付着させ燃料ロスが発生すること
が課題でした。
　栗田工業ケミカル事業本部は、スケールの付着防止・除去能力に
優れた新素材を適用したボイラ薬品を提案しました。
　本提案をご採用いただいた結果、蒸気ドレンの回収とボイラ内の
スケール付着防止が可能になり、従来と比べて燃料である重油量の
13%削減につながりました。

お客様の
課題 硬度成分を含む高温蒸気ドレンの回収

解決策
スケールの付着防止と除去の 2つの効果を持つ
新素材を適用したボイラ薬品

E P 笠原株式会社  殿

事例 2

代表取締役　笠原　康正 様

当初から技術スタッフと一緒に現場を
詳しく調査し、こちらの安心・納得が
得られる提案を出してくれたことと省
エネルギー効果に感謝しています。今
後は当社グループ各社向けにも水処理
による省エネルギー提案の展開を期待
しています。

お客様の声

炉筒煙管ボイラ

高温槽
75℃

中温槽
50℃

原水槽
20℃

提案実施後
不要になりました

新たに 2系統の全硬度を含む
ドレンの回収が可能に

軟水タンク

軟水器

蒸気
35℃→ 75℃へ

ドリームポリマー®配合
ボイラ薬品

井水

金型冷却水

真空配管

ドレン

バロメトリックコンデンサー

各
種
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
成
型
機 全硬度16 全硬度8 全硬度16※

フロー図

持続可能な社会の実現

特徴あるビジネス構成
クリタグループは、水処理薬品、水処理装置、

メンテナンス・サービスの 3つの異なる機能をバランスよく持ち、
ビジネス展開している世界で唯一の水処理会社です。

創エネルギー

 ボイラ薬品
 排水処理薬品
 契約型商品
 水質分析

 冷却水薬品
 プロセス薬品
 薬品注入機器

ほか

水処理薬品
 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
 排水回収システム　ほか

水処理装置

 メンテナンス・サービス
 超純水供給
 精密洗浄

 土壌・地下水浄化
 化学洗浄
 ボイラ設備

メンテナンス・サービス、運転管理

水処理による
ソリューション

環境負荷低減生産性向上

お客様

※ 全硬度の単位：CaCO3 ㎎ /ℓ
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第 2
反応槽

中和剤

「お客様ニーズ」の側面

製油二課　製油係
桶川　丈聡 様

アミンの分析から実サンプルによるラ
ボ試験、処理計画立案、現場施工まで
すべて対応してくれたことと処理によ
る効果を評価しています。また、いつ
も課題を共有化し先手で提案しても
らっているので感謝しています。今後
も他の製油所での成功事例の紹介を期
待しています。

お客様の声

今回仮設した装置と同タイプのもの

事例 4

中／製造サイト次長　中村　光秋 様
右／管理サイト 技術Ｇ係長　八巻　和寿 様

左／製造サイト 製造 3G　祝　甲子夫 様

適切なメンテナンスによって装置の長
寿命化につながっていることと電力の
ピークカットにも役立っていることに
感謝しています。また、常時、栗田工
業の営業所とオンラインでつなぎ、監
視とともに状態を見える化してもらっ
ていることも心強く感じています。今
後も節水、省エネルギー等の合理化提
案を期待しています。

お客様の声

超純水製造装置

左／マイクロデバイス事業部
 設備技術課 課長　大浜　辰夫 様

右／マイクロデバイス事業部
設備技術課 主査　加藤　幸一 様

当事業所は排水を浄化した水が琵琶湖
に流れるため、排水管理には細心の注
意を払っています。このため、多角的
視点から多種の試験による技術的裏付
けをもとに、全体最適で提案を検討し
ていただいたことを評価しています。 
また、同じ視点に立って目標に向かっ
て努力し、三方よしの結果となったこ
とをうれしく思っています。今後は、
排水処理設備の長寿命化を図る中、更
なる提案を期待しています。

お客様の声

第 1
反応槽

中和剤

河川系排水

後段処理後
河川放流へ

純水再生排水

再生排水槽 下水系原水槽

改造（他排水系に混合）

後段処理後
下水放流へ

純水サンプル水

純水原水槽へ

改造
（回収・再利用化）

原水槽排水ピット 第 1 沈殿槽

P

PP P

第 1
凝集槽

凝集剤

＜ A 排水系＞

＜ B 排水系＞

削減100%廃棄物量

　北海道・東北・北陸にガソリン・灯油・軽油を初めとする石油製
品を供給している出光興産株式会社北海道製油所殿は、環境方針に
基づき、生産活動における廃棄物発生量の削減を推進されています。
　お客様では原油精製過程で生じる硫化水素をガス吸収アミンで回
収しています。アミンは使用に伴い劣化し、吸収能力が低下するた
め一定頻度でアミンを新品に全量交換しており、産業廃棄物となっ
た古いアミンの削減が課題でした。
　栗田エンジニアリングと栗田工業ケミカル事業本部は、独自技術
であるイオン交換樹脂によるアミン再生法を提案しました。
　本提案をご採用いただいた結果、アミンを廃棄せずに再生して使
用することが可能となり、従来と比べて 100％の廃棄物量削減につ
ながりました。

お客様の
課題

産業廃棄物として多量に出る
ガス吸収アミンの削減

解決策 イオン交換樹脂によるガス吸収アミンの再生

出光興産株式会社　北海道製油所  殿

削減43%電力量

　精密機器向けの各種ガラス基板を製造している株式会社オーピー
シー山梨工場殿は、環境方針に基づき、企業活動における省エネル
ギー等環境負荷の低減を推進されています。
　お客様では製品の洗浄に超純水を使用しています。このため、超
純水を製造する設備の安定稼働をはじめとして、設備を構成する超
純水製造装置、計測機器、ポンプ等多くの装置・部品に対する管理
の合理化および省エネルギーが課題でした。
　栗田工業プラント事業本部は、決められた頻度でメンテナンスを
実施するのではなく、設備の運転状況に応じた適正なメンテナンス
と各種ポンプのインバーター化を織り込んだ 5 年間の契約を提案し
ました。
　本提案をご採用いただいた結果、安定稼働、管理の合理化ととも
に、従来と比べて 43％の電力量削減につながりました。

お客様の
課題

1. 超純水製造設備の安定稼働、管理の合理化
2. 省エネルギー

1. 水処理装置の運転状況に応じた適正なメンテナンス
2. 各種ポンプのインバーター化

解決策

株式会社オーピーシー　山梨工場  殿

事例 3 事例 5

4%節水 削減36%化学薬品量

　制御機器や各種電子部品を製造しているオムロン株式会社野洲事
業所殿は、グループ環境経営ビジョン「グリーンオムロン 2020」
に基づき、事業活動での環境負荷低減に努められています。
　お客様では製造工程から出る各種排水処理系統があり、更なる環
境負荷低減に取り組んでいます。
　栗田工業プラント事業本部は、水質が中性で汚れの少ない純水サ
ンプル水の排水に着目し、回収・再利用化するとともに純水再生排
水を他の排水系に混合することにより pH 調整に利用し、節水と排
水の中和処理に使用している化学薬品量削減につなげる排水処理設
備改造を提案しました。
　本提案をご採用いただいた結果、従来と比べて 4％の節水と 36％
の化学薬品量削減につながりました。

お客様の
課題 環境負荷低減

解決策
純水製造設備の再生排水の回収・再利用化と
他排水系への混合

オムロン株式会社　野洲事業所  殿 フロー図

削減2%電力量

1. スライム、スケール防止効果の高い冷却水薬品
2. LTD 値による管理

事例 6

左／事業部　部長代理
高橋　正実 様

右／エネルギーセンター　所長
寺内　孝之 様

1 年にわたる実機テストで効果を実証
したことと LTD 値による新しい管理
指標ができたことを評価しています。
2015 年度は水処理によるレジオネラ
属菌の常時抑制をテーマとしていま
す。すでに 6 月から開始した試験処
理のフォローを含め、今後も環境負
荷低減の提案を期待しています。

お客様の声

　霞が関ビルディングを含めた複数のビル群を対象に熱供給事業を
行っている霞が関ディー・エイチ・シィー株式会社殿は、高効率機
器による省エネルギーと設備の安定稼働に取り組まれています。
　お客様では冷房用の冷凍機設備としてプレート型熱交換器のチ
ラーがあります。この機器は冷房負荷に応じた運転ができる半面、
冷却水の流速が遅いため汚れが堆積しやすく、余分な電力の使用に
つながります。しかも、分解清掃が構造上できないため、常に系内
を清浄に保ち、初期性能を維持することが課題でした。
　クリタ・ビルテックは、スライム、スケール防止効果の高い冷却
水薬品と LTD 値による管理を提案しました。
　本提案をご採用いただいた結果、LTD 値の上昇はなく、系内は清
浄に保たれ、従来と比べて 2% の電力量削減につながりました。

高効率冷凍機設備の初期性能維持お客様の
課題

解決策

霞が関ディー・エイチ・シィー株式会社  殿 イメージ図
（プレート型熱交換器の構造）

冷却水出

冷媒入

冷媒出

冷却水入

熱交換器断面

各プレートは銅溶接のため分解不可
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「お客様ニーズ」の側面

単なる提案だけでなく、排水処理設備
に配慮し実機テスト計画、実施をして
いただいたことおよび導入後の効果の
確認をしていただいたことを評価して
います。今後も費用対効果のすぐれた
提案を出してくださることを期待して
います。

左／開発技術部 部長　杉浦　一正 様
右／開発技術部 ユーティリティ担当部員

野村　大一郎 様

お客様の声

排水

反応槽 凝集槽 沈殿槽 中継槽 加圧浮上槽

汚泥汚泥

生物ろ過

中和剤

高分子凝集剤

中和剤

放流

有機凝結剤

フロー図

右／管理部 環境課　増永　輝紀 様
左／管理部 環境課　名谷　和仁 様

廃棄物量削減の提案をスピーディー
に出していただいたことと希望通り
の効果が得られたことを評価してい
ます。今後、生産設備増強に伴って
水処理設備も追加していく中、全体
をメンテナンスしていくうえでの効
率性・簡便性を考慮してくれること
を希望します。

お客様の声

金属イオン連続監視モニター

水処理

濃縮

放流

ろ過・吸着

❷ 廃液❸ 金属メッキ洗浄液

産業
廃棄物

❸

❸

❶ セラミック排水❶ セラミック排水従
来
は
全
量
を
廃
棄
処
分

工場

凝集沈殿

事例 10

ユーティリティ、メンテナンス 環境課
ルシアーノ Ａ マウロ 様

提案された RO 薬品を使い始めてか
ら、洗浄頻度および RO 膜の交換頻度
の低減によるＲＯ装置の安定稼働とい
う効果を実感しています。クリタ・ド・
ブラジルには、今後も工場の操業に最
適でメリットのある提案を期待してい
ます。

お客様の声

削減15%電力量

　ブラジル国内で最大かつ世界でも有数の製紙会社であるスザーノ
社は、持続可能な社会を大事にする考えに基づき、事業活動におけ
る電力量削減等の省エネルギーに積極的に取り組まれています。
　同社のリメイラ工場では、RO 装置を通して作った純水をボイラ
給水に使用していますが、RO 膜への汚れ付着が原因で起こる流量
低下に伴う電力量増加および RO 装置を止めて実施する膜の洗浄頻
度の増加が課題でした。
　クリタ・ド・ブラジルは、膜の汚れ成分の分析を実施し、その付
着防止に最適な RO 薬品の適用を提案しました。
　本提案をご採用いただいた結果、RO 膜への汚れ付着がきわめて
少なくなり、RO 装置の連続稼働日数を従来の 20 日から 90 日に延
ばすことが可能となり、従来と比べて 15％の電力量削減につなが
りました。

お客様の
課題

RO 膜への汚れ付着防止による電力量削減および
膜の洗浄頻度の低減

解決策
膜の汚れ成分の分析と
その付着防止に最適な RO 薬品

スザーノ　紙・セルロース社 リメイラ工場 殿（ブラジル）

左／滋賀生産技術部 工務グループ リーダー
岡　秀行 様

右／製造第一部 第一グループ リーダー
田畑　俊浩 様

工場の操業状況に最も見合うボイラ設
備を提案してくれたことが採用のポイ
ントになりました。結果として CO2

排出量削減とボイラ管理の合理化を実
現できたことを評価しています。今後
は排水処理も含めて更なる CO2 排出
量削減と省エネルギーに関する提案を
期待しています。

お客様の声

事例 07

1. CO2 排出量削減
2. ボイラ管理の合理化

削減44%CO2 排出量

　各種接着剤およびシーリング剤等の化学品を製造しているコニシ
株式会社滋賀工場殿は、「環境・安全に関する経営基本方針」に基
づき、事業活動における地球温暖化物質（CO2）の排出量削減等環
境負荷の低減に努められています。
　お客様では製造工程に使用する蒸気を供給するために重油焚きボ
イラを使用していましたが、ボイラ管理の合理化と CO2 排出量削
減が課題でした。
　クリタ・ビーエムエスは、ボイラ燃料のガス化とともに生産に伴
う蒸気負荷変動に沿った比例燃焼制御ができるボイラ設備を提案し
ました。
　本提案をご採用いただいた結果、従来の重油焚きボイラに比べ
44％の CO2 排出量削減につながりました。

お客様の
課題

ガスを燃料とし、蒸気負荷変動に沿った
比例燃焼制御が可能なボイラ解決策

コニシ株式会社 滋賀工場  殿

　濾紙・カートリッジフィルター等を生産している東洋濾紙株式会
社新潟工場殿は、環境方針に基づき、事業活動における廃棄物の削
減や化学物質の削減に取り組まれています。
　お客様では排水処理工程において排水中の懸濁物質を除去するた
め無機凝集剤や中和剤等を添加していますが、無機凝集剤由来の汚
泥の削減が課題でした。
　栗田工業ケミカル事業本部は、無機凝集剤の削減を図れる有機凝
結剤を提案するとともに、実機テストによる効果の実証を提案しま
した。
　本提案をご採用いただいた結果、無機凝集剤と中和剤の添加量お
よび汚泥発生量の削減が可能となり、従来と比べて 22% の廃棄物
量削減につながりました。

お客様の
課題 無機凝集剤由来の汚泥の削減

解決策 有機凝結剤による無機凝集剤と中和剤の添加量削減

東洋濾紙株式会社　新潟工場  殿

削減22%廃棄物量

削減97%廃棄物量

1. 凝集沈殿、上澄み液のろ過とイオン交換樹脂
 による吸着
2. イオンモニターによる処理水水質連続監視

　スマートフォン用ノイズ除去フィルターを生産している株式会社
福井村田製作所宮崎工場殿は、ムラタグループの環境方針に基づき、
廃棄物の削減、工場から出る放流水水質の自主基準値による厳しい
管理等事業プロセスにおける環境負荷の低減に努められています。
　お客様では生産拡大によって排水量とともに増加する産業廃棄物
の削減が課題でした。
　クリタ明希は、凝集沈殿とろ過・吸着による最適な水処理装置に
加えて、処理水の水質をモニタリングするシステムを提案しました。
　本提案をご採用いただいた結果、自主基準値内に収まる安定した
処理水質を維持しながら産業廃棄物の削減が可能となり、従来と比
べて 97% の廃棄物量削減につながりました。

生産拡大に伴い増加する産業廃棄物の削減お客様の
課題

解決策

株式会社　福井村田製作所  宮崎工場  殿 フロー図

ボイラ

RO 装置
ご提案した
システム

事例 7 事例 9

事例 8
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「お客様ニーズ」の側面

用語解説
ドレン 蒸気が熱を失って凝縮した水

スケール 水中に溶け込んでいるカルシウムやシリカ等が析出し、固まったもの

バロメトリックコンデンサー 真空状態で蒸気を凝縮する、あるいは気体を冷却するように設計された、成型機から蒸気を完全に抜き取るための装置

軟水器 水中に含まれるカルシウムやマグネシウム等スケールの要因となる硬度成分を除去する装置

アミン アミノ基（-NH2）を含む化合物。酸性の物質と反応しやすい性質を持つ

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持つ

超純水 水中に含まれるイオン、有機物、気体、微粒子、微生物等の不純物を極限まで除去し、純度 100% に近い状態に
した水

純水 水中の懸濁物質や塩類、有機物等の不純物を除去した水

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、銅チューブ等の伝熱面における汚れ付着状
況の把握に用いる。LTD 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

チラー ビル・工場の空調設備熱源・産業装置の温度を一定に保つための装置で、主に冷却に使う

レジオネラ属菌 土壌等に普通に存在する菌で、冷却水系に繁殖しやすい。この菌を含んだ冷却塔の飛散水を人が吸い込むと肺炎に
似た症状の感染症にかかるおそれがある。

RO 装置 水を通し、イオンや細菌等の水以外の不純物を透過させない性質を持つ RO（逆浸透）膜を用いて水をろ過する装置

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

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

バイオガス 有機物を菌で分解する際に発生するガス

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

担体型嫌気性排水処理装置 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を付着させた担体を利用した排水処理装置

エアーストリッピング 空気と接触させて、液体に混入しているガスや揮発成分を除去する方法

緑青 銅が酸化することにより、表面上に生成する青緑色の錆

その他のさまざまな環境改善事例

有機凝結剤を使用することで無機凝集剤の使用量を減少させ、無機凝集剤由来の
汚泥発生量を削減

LTD 値解析とスライム・緑青の付着状況の目視確認により、冷却水薬品を最適化
することで、電力使用に伴う CO2 排出量を削減

イオン交換樹脂を通して排水回収し、純水装置の用水として再利用化することで、
工業用水を削減

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

冬場に工業用水を加温して使用していたが排水からの熱回収を行うことで、加温
に必要な蒸気が必要なくなり、燃料である A重油燃焼に伴う CO2 排出量を削減

蛇口用節水シャワーの購入・設置により、上水使用量と加温用燃料使用量を削減

生産規模に対し純水装置等が過剰であり、純水装置の小型化、送水ポンプの小型
化・高効率化等を実施することで、動力である電力量を削減

■ 製鋼工場

■ 電子材料工場

■ 精密部品工場

■ 各種工場

■ OA機器工場

■ 一般家庭

■ 電子部品工場

削減312t
廃棄物量

CO2排出量

削減44,823t

CO2排出量

削減88t

CO2排出量

削減1,385t

節水

97%

電力量

削減80%

削減55t
CO2排出量

事例 12

台湾において環境規制への対応は厳し
く、スピードも求められます。課題が
多く、難しい状況の中で、期待通りの
成果を出してくれたことに感謝してい
ます。今後も工場全体の環境負荷低減
についてのスピーディーな課題解決提
案を期待しています。

左／水処理部 副部長　魏善修 様
右／水処理部 主任技術者　簡競擇 様

お客様の声

フロー図

アンモニア性窒素除去塔

熱交換器

電気
ヒーター

排水
（アンモニウムイオン含む）

空気
排気

処理水（放流へ）

P

P

F

F

熱回収器

触媒反応器

熱回収

熱回収

接触床

アンモニア性窒素

ファン

ファン

事例 11

リサイクル管理部 部長
松本　立旨 様

排水処理設備の安定稼働とバイオガス
発電の実績はもとより、生産量増加に
伴う排水負荷の増大にも対応できてい
ることを評価しています。今後は今回
改造した排水処理装置の前後にある装
置の改善等排水処理全体の最適化提案
を期待しています。

お客様の声

フロー図

排水

処理水

❶ 従来（他社製）のグラニュール
 型から担体型に改造
❷ バイオガス発電設備

担体型嫌気性排水処理装置

メタンガス

脱硫塔 ガスホルダー No.1～No.11
バイオガス発電機

発
電

嫌気性排水処理設備の安定稼働

1,649MWh発電量

　凍り豆腐や油揚げ等の大豆加工食品を製造している株式会社みす
ずコーポレーション殿は、環境方針に基づき、「製造工程中より発
生するすべての廃棄物の有効活用」という資源循環型工場の確立に
取り組まれています。
　お客様では生産工程から出る排水を嫌気性排水処理装置で処理して
います。しかし、グラニュールという顆粒状の嫌気性菌が系外へ流出
することがたびたび発生しており、装置の安定稼働が課題でした。
　栗田工業プラント事業本部は、嫌気性菌の流出が防げる担体を用
いた嫌気処理への装置改造と発生するメタンガスの有効活用の視点
から「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」を利用したバイオ
ガス発電設備を提案しました。
　本提案をご採用いただいた結果、嫌気性設備の安定稼働と
1,649MWh ／年の発電量につながりました。

お客様の
課題

1. 担体型嫌気性排水処理への改造
2. バイオガス発電設備

解決策

株式会社みすずコーポレーション  殿

501千m³／年汚水処理量

　半導体メモリを生産している力晶科技股份有限公司　P1 ／ 2 工
場・P3 工場殿は、環境、安全および健康に関する方針に基づき、事
業活動における環境影響の低減、安全性の配慮に努められています。
　お客様では放流水に含まれるアンモニア性窒素の新たな規制への
対応が課題でした。
　栗田工業プラント事業本部は、ガス・燃料を使わず安全性が高い
うえ、効率的な熱回収ができるエアーストリッピングと触媒燃焼方
式による水処理設備を提案しました。
　本提案をご採用いただいた結果、放流水水質の規制遵守に加えて
省エネルギーと安全な運転を実現することが可能となり、P1 ／ 2

工場で 365,000m³ ／年、P3 工場で 136,875m³ ／年の放流水処理
を実現しました。

お客様の
課題

1. 新規の放流水内アンモニア性窒素規制への対応
2. 省エネルギー、安全性の向上

解決策
エアーストリッピングと触媒燃焼方式による
アンモニア性窒素除去

力晶科技股份有限公司　P1/2 工場・P3 工場  殿（台湾）

担体

ご提案した
システム
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「社内変革」の側面

2014 年度実績と 2015年度目標についてご紹介します。

自社内の環境負荷低減へ、
業務の改善、工夫により取り組んでいます。

2014 年度実績

2015 年度目標

項目 2015 年度目標 考え方

エネルギー使用量
エネルギー消費原単位を 2011 年度
以降年平均 1％ 以上低減

事業所ごとに原油換算量によるエネルギー消費原単位の目標を
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、
継続的に廃棄物量削減・リサイクル化率向上に取り組む

リサイクル化率 前年度より向上させる

改善事例

エネルギー使用量の削減

項目 目標 実績
エネルギー使用量

（ 生産系 A ※ 1） 94,666 ㎘以下 92,355 ㎘

＜参考＞ 項目 実績
CO2 排出量 188,543 t

内訳
生産系 A 182,509 t

生産系 B ※ 2 4,205 t

オフィス系※ 3 1,828 t

※ 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  水処理薬品や水処理装置の製造等を行う会社、
事業所

※ 3 上記以外の会社、事業所
※ 4  エネルギー使用量を、生産数量や建物床面積

等エネルギー使用量と密接な関係を持つ値で
除した数値

　「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
ギー消費原単位および絶対量の目標を設定し、低減に取り組みまし
た。超純水供給事業所の排水処理工程におけるブロワの効率アップ
による電力量削減および超純水加温方法の見直しによる都市ガス使
用量削減、グループ会社のクリーンルーム空調機器のインバーター
制御等に取り組んだ結果、エネルギー消費原単位※ 4 およびエネル
ギー使用量は目標を達成しました。

※ 5  特定のお客様の生産状況により、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、水処理装置の製造等を行う会社、事業所
※ 7 上記以外の会社、事業所

廃棄物量の削減、リサイクル化率の向上

項目 目標 実績

廃棄物量 47,859 t 以下 54,679 t

内訳

生産系 C ※ 5 46,309 t 以下 53,083 t

生産系 D ※ 6 1,266 t 以下 1,345 t

オフィス系 ※ 7 284 t 以下 251 t

リサイクル化率 76.7 % 以上 80.0 %

内訳

生産系 C 76.8 % 以上 80.2 %

生産系 D 80.5 % 以上 78.7 %

オフィス系 37.7 % 以上 46.1 %

　廃棄物量は、研究開発拠点の有価物回収や精密洗浄事業における
排水処理の発生汚泥量削減等に取り組みましたが、一部の超純水供
給事業所で操業度の上昇および排水負荷の上昇に伴い廃棄物が増加
したため、グループ全体では目標未達成となりました。

　リサイクル化率は、研究開発拠点、各事業所等で分別回収を徹底し、
目標を達成しました。

昼休み一斉消灯の様子

　栗田工業の本社（東京都中野区）では、全フロアでオフィ
ス内照明の照度を従来の 700 ルクスから東京都の推奨値 500

ルクスに調整するとともに昼休み時の一斉消灯等のこまめな
消灯を推進し、エネ
ルギー使用量の削減
を図っています。

栗田工業  本社での
エネルギー使用量削減

栗田工業  東北支店での
エネルギー使用量削減
　栗田工業の東北支店（宮城県仙台市）では、オフィス内蛍
光灯の LED 化、窓ガラスへの遮熱フィルム貼り付け、省エ
ネ型自動販売機の導
入等を推進し、エネ
ルギー使用量の削減
を図っています。

支店フロア全景と各種取り組み（LED 蛍光灯（a）、
遮熱フィルム（b）、省エネ型自動販売機（c））

　お客様の半導体やディスプレイ等製造装置の部品に付着し
た汚れを、お客様に代わって自社の工場で洗浄・除去する「精
密洗浄」事業を展開するクリテックサービスでは各事業所のク

リーンルーム空調機
器の運転条件見直し
やインバーター化制
御を推進し、エネル
ギー消費原単位の低
減を図っています。

クリテックサービスでの
エネルギー使用量原単位低減

クリーンルーム内

　イオン交換樹脂の高度精製とクリタのシャトル型純水器に
充填されているイオン交換樹脂の再生を行っている栗田工業
の豊浦事業所（山口県下関市）では、廃棄樹脂の燃料資源化
を推進し、リサイクル化率向上に取り組んでいます。

栗田工業  豊浦事業所での
リサイクル化率向上

シャトル型純水器 廃棄物分別倉庫

事例 1 事例 2

事例 3 事例 4

廃棄物量（左軸） リサイクル化率（右軸）
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クリタグループでは社員参加型の
コミュニケーションを活用して、環境改善に対する
社員の意識向上と活動の活性化につなげています。

コミュニケーション・クリタグループの目指す方向

※ 東京ドームを想定。東京ドーム 1 個の容積を 124 万 m³ とすると、CO21m³ の重量は 1.96kg なので、2,430t-CO2 に相当する。
※ 廃棄物の比重を 1.1 とした場合、136 万 t でドーム 1 個の容積となる。

対象 スローガン 近年の状況と目指す方向

廃棄物の （%）

顧客環境改善効果
（単年度）

自社内環境負荷
（単年度）

廃棄物削減倍数

5 倍

廃棄物の
顧客環境改善効果

（累計） ドーム

廃棄物削減

1 個
（136 万 t）

廃棄物 1

廃棄物 2

6.0（倍）

4.0

2.0

0
2012 2013 2014

2.2

1.2 1.4

5.0

160（万 t）

120

80

40

0

62 68

136

76

ドーム
0.6 個
相当 ドーム

1 個
相当

～ 2012
（累計）

～ 2013
（累計）

～ 2014
（累計）

2020
（累計）

ドーム
1 個
相当

クリタグループの目指す方向
クリタグループは自社内環境負荷を減らして顧客環境改善効果を増やすために次のスローガンを掲げて取り組んでいます。

CO2 の （%）

顧客環境改善効果
（単年度）

自社内環境負荷
（単年度）

環境自立度

100%

対象 スローガン 近年の状況と目指す方向

CO2 の
顧客環境改善効果

（累計） ドーム

CO2 排出削減

600個
（150 万 t-CO2）

150（%）

100

50

0
2012 2013 2014

65 58

43

100

160（万 t-CO2）

120

80

40

0

72 82 90

150ドーム
374 個
相当

ドーム
600 個
相当

～ 2012
（累計）

～ 2013
（累計）

～ 2014
（累計）

2020
（累計）

ドーム
600 個
相当

CO2 1

CO2 2

クリタ環境月間
　「クリタ環境月間」は、クリタグループ全社員の職場、家
庭および地域社会における環境に対する活動や意識にス
ポットをあて、幅広い環境意識の醸成を図ることによって
環境改善活動の活性化につなげることを目的として、2014

年度に初めて開催されました。8 月の 1 カ月間、国内・海
外のグループの役員、従業員、派遣スタッフ、およびその

家族から環境改善に関する「体験」「写真」「絵画」「標語」
について募集しました。国内外のグループ社員や家族から
多くの参加があり、新たなコミュニケーションの手段とし
て成功したことから、クリタグループではこのイベントの
内容を拡充しながら今後も継続していきます。

環境改善活動を語り合う会
　「環境改善活動を語り合う会」は、クリタグループ社員が
日頃取り組んでいる環境改善活動について、事業所・課単
位でメンバーが体験を紹介し合い、環境改善に対する自分
の考えや思いを語り合うものです。メンバーが率直に意見
交換することで、新たな気づきを得るとともに、自組織の
業務と環境改善活動のつながりについて理解を深め、今後、

さらに力を入れて実践していく行動を明確にしていきます。
クリタグループの社員一人ひとりが主体的に環境改善活動
に取り組み、顧客環境改善効果の拡大と自社内環境負荷低
減の両面で大きな成果につながるよう、今後もこのコミュ
ニケーションを実施していきます。

「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 年に設立された公益財団法人
クリタ水・環境科学振興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。
　同財団は、研究助成事業として 2014 年度には 407 件の応募の中か
ら 62 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。

T o p i c s

授与式の様子

（年度）

（年度）

（年度）

（年度）
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会社情報

より信頼性の高い情報を継続的に開示し、環境経営の質の向上を図るため、
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
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会社概要
商 号 栗田工業株式会社（Kurita Water Industries Ltd.）
本社所在地 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
代 表 者 代表取締役社長　中井 稔之

設立年月日 1949 年 7 月 13 日
資 本 金 13,450,751,434 円
従 業 員 数 5,222 名（連結）1,527 名（単体）

（2015 年 3 月 31 日現在）

グループネットワーク
国内主要グループ会社 海外主要グループ会社

水処理薬品事業 水処理装置事業 水処理薬品事業 水処理装置事業

＜ 薬品販売 ＞ ＜ 施設の運転・維持管理 ＞ 1 栗田工業（大連）有限公司 2 栗田超純水設備（上海）有限公司
クリタ・ビルテック（株） （株）クリタス  4 栗田水処理新材料（江陰）有限公司 3 栗田工業（蘇州）水処理有限公司

クリタ・ビーエムエス（株） ＜ 土壌浄化 ＞ 5 鞍鋼貝吉克利尼水処理有限公司 7 韓水テクニカルサービス Ltd.

クリタ・ケミカル北海道（株） ランドソリューション（株）  6 韓水 Co.,Ltd. 9 クリタ（シンガポール）Pte.Ltd.

クリタ・ケミカル関東（株） ＜ 化学洗浄 ＞ 8 クリタ（タイワン）Co.,Ltd. 11 P.T.クリタ・インドネシア

クリタ・ケミカル東海（株） 栗田エンジニアリング（株） 9 クリタ（シンガポール）Pte.Ltd. 12 クリタ・ウォーター（マレーシア）Sdn.Bhd.

クリタ・ケミカル北陸（株） 三善工業（株）  10 クリタ -GKケミカル Co.,Ltd. 19 クリタ・アメリカ Inc.

クリタ・ケミカル関西（株） ＜ 精密洗浄 ＞ 11 P.T.クリタ・インドネシア

クリタ・ケミカル山陽（株） クリテックサービス（株） 12 クリタ・ウォーター（マレーシア）Sdn.Bhd.

クリタ・ケミカル西日本（株） サンエイ工業（株） 13 クリタ・ヨーロッパ GmbH

クリタ・ケミカル大分（株） 日本ファイン（株） 14 クリタ・ヨーロッパ APWGmbH

クリタ・ケミカル熊本（株） サン化工（株） 15 クリタ・フランス S.A.S

＜ 薬品製造 ＞ アオイ工業（株）  16 クリタ・イベリア SL

クリタ・ケミカル製造（株） ＜ その他 ＞ 17 クリタ・トルコ A.S.

＜ その他 ＞ クリタ明希（株） 18 クリタ・スウェーデン AB

クリタ分析センター（株） クリタック（株） 19 クリタ・アメリカ Inc.

クリタ分析センター（株） 20 クリタ・ド・ブラジル LTDA.

プロフィール
クリタグループは栗田工業、子会社 48 社および関連会社 2 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。

水処理薬品事業
水処理装置事業
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