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環境へのメッセージ
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環 　境

■オフィス活動(注)

●CO₂発生量の削減
　オフィスにおけるCO₂の発生量とは、電気消費量、都市
ガス消費量および非常電源用発電機に用いるA重油の消費量
から換算した数値です。
　当社では2000年度より本格的な省エネルギー活動を開始し、

2001年度に照明インバータ安定器導入の省エネルギー投資を
実施しました。2002年度以降に、その効果が現れています。
　2009年度の発生量は1992年度に対して、30％削減され
ました。
（注）オフィス活動とは、総合エンジニアリングセンターでの活動です。

●一般廃棄物の減少とリサイクル率の向上
　一般廃棄物およびリサイクル廃棄物(注)の排出量は徐々
に減少し、2009年度にはそれぞれ220トンおよび170ト
ンにまで低下しています。
　一般廃棄物のリサイクル率は、2001年度に開始した一般
廃棄物の分別及びリサイクル紙の両面コピーの徹底により、
一つの目処としている80％以上を維持していました。
　しかしながら、2009年度のリサイクル率は77.1％と悪
化しています。リサイクル率の改善のため、更なる一般
廃棄物およびリサイクル廃棄物の減少に向けた活動を推
進します。
（注）リサイクル廃棄物とは、コピー用紙、新聞、シュレッダー紙、ダンボー

ル、ペットボトル、ビン･カン、生ゴミなどのリサイクル可能な廃棄物
です。

■建設廃棄物の総排出量
●国内サイト
（1）建設廃棄物の種類別排出割合
　国内サイトにおける建設廃棄物の種類別排出割合を、
右図に示します。
　2009年度の国内サイトの建設廃棄物の排出量は1,933

トンとなり、2008年度より105トン減少しました。
　当社が行う工事は多種多様であり、年度毎に異なる傾
向があります。2009年度は、図で＊で示したリサイクル
可能な廃棄物の合計が、83%と比較的高くなりました。

環境への取組み
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（2）建設廃棄物の処分方法の割合
　建設廃棄物の処分方法（リサイクル･埋立･焼却）の割
合を、右図に示します。
　2009年度の処分方法の割合は、リサイクル94.9％で、
リサイクル率が2008年度から大幅に向上した理由は、全
体の95%を占める大･中規模サイトのリサイクル率が、

97%と高くなったためです｡これには、コンクリートが
ら、アス・コンがら、金属屑、木屑、紙屑のリサイクル
可能な廃棄物に加え、がれき、ガラス屑･陶磁器屑、混合
からの分別によるリサイクル廃棄物が寄与しています。

（3）建設リサイクル法該当4種類のリサイクル率
　建設リサイクル法該当4種類のリサイクル率を、右図
に示します。
　コンクリートがら、アスファルト･コンクリートがら
のリサイクル率は、ほぼ100%となっています。
　金属屑のリサイクル率は、2005年度を除き、100%と
良好です。
　木屑のリサイクル率は、2009年度に99.7%と大きく
改善されました。

●海外サイト
建設廃棄物の排出量の種類別割合
　海外サイトにおける2009年の総排出量は55.5千トン
で、2007年の1/5となり2008年より約13%減少しまし
た。また2007年の大規模プロジェクトの建設が終了し、
建設残土/汚泥が大幅に減少しました。
　2007年の建設残土が75%と極端に多いという特殊要因
を除くため、建設残土／汚泥を除いた種類別排出量の年
比較を行いました。2009年は過去2年間と比較し、キャ
ンプゴミや木くずが多くなっています。
今後も継続して海外サイトの建設廃棄物の排出量を集約
し、環境負荷低減に活用します。
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サイト安全･環境集会
サイトでは定期的に集会を開催し、安全管理　
および環境管理について周知徹底しています。 

TV会議利用の全社環境教育

受講者側
サンジョゼドスカンポス市、サンパウロ州、ブラジル

ブラジル時間　午前8:00

講師側
総合エンジニアリングセンター内TV会議室

日本時間　午後8:00

環 　境

■設計･調達･建設活動
●設計
　当社ではプラント運転時での環境負荷発生を削減するために、設計の段階から対応しています。具体的には、以
下の業務をISO 14001およびISO 9001に基づき確実に遂行することで実行しています。
（1）お客様の要求内容（環境仕様）の明確化と確認　（2）設計のレビュー
（3）設計の検証　（4）設計の妥当性確認など
　また、設計業務の効率化を環境目標に取り上げ、設計業務での｢ムリ･ムダ･ムラの撲滅｣の達成を通して環境負荷
低減に努めています。
　さらに、当社の省エネルギー･省資源技術を、積極的にお客様に提案しています。これにより、製品プラントの
省エネルギー･省資源を実現し、お客様の満足に貢献しています。
● 調達
　環境目標として｢グリーン調達の推進｣を設定しました。当社は、環境に熱心なグリーン企業(注)からの資機材購入
を積極的に進めています。
　部門内指針として2006年度に｢グリーン調達に関する指針｣を発行し、これに基づいてグリーン調達の継続と、
グリーン調達度90%以上を目指しています。
　2009年度は、グリーン企業との合計取引金額が、全取引額に対し90%となり、昨年度に比較し、3%向上しまし
た。当社ではこの数値をグリーン調達度と考えています。　
　また、お客様からの引合いや見積徴収作業および検査成績書の電子化などのペーパーレス化を図り、省資源化に
寄与しています。
（注）環境に熱心なグリーン企業とは、取引額の多いベンダー上位100社の中で、ISO 14001認証取得済みまたは環境保全活動実施の企業です。

●建設
　当社の業務活動を通して環境負荷が最も大きいものは、サイ
トでの建設工事です。サイトでは次の環境目標を設定し、環境負
荷低減に努めています。具体的な取組みについては、｢サイトで
の環境保全活動の事例紹介」をご参照下さい。
（1） 建設廃棄物の適正処理　（2）化学品（塗料など）の適正管理
（3） 環境配慮の工法確立　　（4）環境配慮の資材運送
（5） 濁水処理･油水分離処理

■全社環境教育
　EMS (Environmental Management System)活動の必要性と活動内容を浸透させるため、2009年4月より一
年間に渡り、役員を含む全従業員を対象とした全社環境教育を実施しました。
　EMS活動では、オフィスでの紙･ゴミ･電気の削減、サイトでの環境保全活動のみならず、設計･調達業務全般に
わたるムリ･ムダ･ムラの削減が目標となります。
　できるだけ多くの従業員
に参加して頂くため定期的
な講習会とし、事前予約の
みで参加できる方式を採用
しました。また、海外サイ
トの従業員にはTV会議装置
を利用して実施しました。
その結果、役員を含む全従
業員の受講率は82%となっ
ています。
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海岸清掃ボランティア活動

産卵から海へ戻る海亀 サイト近辺でのイグアナサイト近辺での鳥類

大気成分の分析装置寄付用掘削土の荷降ろし

建設廃棄物の分別保管場所

散水車

木くず 紙くず

ドリップトレイ

Safety & Environmental Report 2010
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主水路に取付けた油吸収材

主水路

油吸収材

■ベネズエラ　アンモニア･尿素プラント　建設プロジェクト
　本プロジェクトは、 Petroquimica de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN) 殿から受注したアンモニア・尿素プラン
トを建設するものです。当社、Ferrostaal A.G.(ドイツ)及びY&V Ingeniería y Construcción, C.A., (ベネズエラ)

が共同で実施しています。サイトは　ベネズエラの首都カラカスの西へ150ｋｍ離れたカラボボ州モロン市です。

■中国 シラン・シロキサンプラント 建設プロジェクト
　本プロジェクトは、Dow Corning Co., Ltd.殿から受注したシラン・
シロキサンプラントを、中国江蘇省張家港市に建設するプロジェクトで
す。当社とAker Solutions China社が共同で受注し、共にプロジェク
トの遂行を管理しており、現在は建設工事の最終段階にあります。

　環境調査
サイト近くには、海亀、イグアナや鳥類などの動物が豊富です。このためプロジェクト実施においては、水源
保護、サイト地域の野生生物の観察、大気成分の分析、機器の騒音管理などの環境保護対策を行っています。

　海岸清掃ボランティア活動
海の日(9月の第三土曜日)に、住民、お客様、地元の環
境調査グループ及び共同受注企業の従業員（2009年は
総勢約60名）が、プラント前面の海岸でのごみ拾いを
行い海岸清掃のボランティア活動を行っています。

　廃棄物管理
　建設廃棄物及び一般廃棄物は種類毎に分別されており、そ
れぞれの廃棄物管理を行っています。また、多くの廃棄物が
リサイクルされています。例えば、鉄金属はリサイクル会社
に売却、木くずや鉄金属を地元の技術学校に教材用に寄付、
汚染のない安全な掘削土の道路修復への寄付などです。

　土壌汚染防止管理
塗料やディーゼル発電機などを含む全ての化
学品および燃料使用機器に対し、漏れた際の
土壌汚染防止のためドリップトレイ(漏れ防
止の受け皿)を設置しています。
塗料の保管では、他の容器へ移し変え時の漏
れを考慮し、ドリップトレイの使用に加え
て、保管容器の設置場所をコンクリートとし
てます。コンクリートは、プロジェクト完了
時に取り除き廃棄物として処理されます。

　水質汚濁防止
雨水および地表水は、河川へ放出する前にサイト内に設置し
た主水路に収集されています｡
主水路からの出口には、河川の油汚染防止のため油吸収材が
用いられています｡
主水路からの廃水は、毎週、実験室にて分析され、油汚染が
発生した場合は、すぐにクリーニング作業が実施されます｡

　廃棄物管理
すべての建設廃棄物は中央廃棄物収集センター
に収集され、一般廃棄物、紙くず、木くず、コ
ンクリートがら、金属スクラップ、危険物/汚
染物などの種類別の保管場所に分別されます｡

　粉塵による大気汚染防止
資材運搬道路での車両通行による粉塵発生を防止するため、
定期的に散水車を走らせています。

サイトでの環境保全活動の事例紹介
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大型保管容器の取替え作業 各社の現場所長が清掃へ出発現場ごみ収集籠

現場事務所入口の警備員交通整理の様子

入構を許可された工事車両 規制・適合車ステッカー

受袋 タンク装置

工事車両　出発時の車輪洗浄

生コン車　洗浄水受袋使用

シュート洗浄水受けタンク装置車両

シュート

拡大

環 　境

■太陽石油㈱　残油流動接触分解装置(RFCC)　建設プロジェクト 

　本プロジェクトは、太陽石油㈱殿から受注したRFCC装置内のC3スプリッター、アルキレーション、ガソリン脱
硫装置、及び排水処理設備を建設するものです。サイトは愛媛県今治市菊間町の太陽石油㈱四国事業所です。本プ
ロジェクトは建設工事の最終段階にあります。

　廃棄物保管管理
すべての建設廃棄物は、混合廃棄物、ダンボール、木くず、金属くずなどに分別さ
れ、現場のごみ収集籠に収集され、構内の他の場所に設置した大型保管容器に移送･保
管されます。大型保管容器は、廃棄物運送業者により中間処理業者へ運搬されます。

■三井化学㈱殿　建設プロジェクト
　三井化学㈱大阪工場内での、当社の建設工事における環境保全活動の一例です。

　三井化学㈱構内への入構車輌の規制
大阪府の「生活環境の保全等に関する条例」により、使用するトラック、バス等の運行は、車種規制適
合車を使用しなければなりません。また工事車輌は、排気ガス基準の適合を示す「適合車」のステッ
カーがある車両に限り、構内通行が許可されます。

　周辺道路の清掃
第三土曜日は四国事業所で建設工事を受注した各社の現場所長以下数
名(総勢20名)が、工場正門より約1kｍの葉山地区にある資材置場まで
の公道を清掃し、近隣住民より喜ばれています。

　作業員の交通整理と歩行指導
毎朝、現場事務所より工場構内までの国道沿い歩道で、
交通整理を兼ねて各社の現場所長により作業員への歩行
指導を行っています。現場事務所入口には、交通整理の
警備員を配置しています。

　土壌粉塵飛散防止対策
工事車両は、構内での土壌荷降ろし後、車両や荷
台などを水で洗浄し、一般道路通行時での泥や汚
染物による飛散防止を義務付けています。

　ミキサー車のシュート洗浄対策
ミキサー車は生コンクリートを使用した後洗浄します
が、洗浄水は土壌に廃棄せず、タンクに貯めるか、袋に
貯めて生コン工場に持ち帰り排水処理設備によりアルカ
リ性を中和処理して処分します。
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①電気集塵装置
②マグネシウム法排煙脱硫装置
③高性能廃水処理装置
　（バイオポップ）
④触媒による
ダイオキシン類分解装置
⑤有害廃棄物処理（PCBなど）

①省エネルギー型尿素プロセス
（ACES21®)

②省エネルギー型プロピレン増産
プロセス(OCT)

③高活性水蒸気改質触媒（ISOP）
④CCS（CO2回収・貯留） (＊)
⑤交通システム (＊)
⑥省エネルギー検討技術 (＊)

①廃水の再利用
②少製品ロス、低排水負荷型
自動配管切替装置(XYルータ®)
③廃棄物系バイオマスの
リサイクル技術
④汚泥減容化技術
（低温域水熱反応利用）

⑤焼却炉残渣の
リサイクル技術

②GTL（Gas to Liquids）　　(＊)
①DME（Dimethyl Ether）　(＊)

③メタノール
④H2（水素）
⑤LNG（液化天然ガス）
⑥バイオマスエネルギー
⑦ バイオETBE (Ethyl Tertiary Butyl 

Ether)                          (＊)

(*) 詳細な説明は次の項目を参照願います。

中国山西蘭花清潔能源公司殿向け
DMEプラント（年産14万t）
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ＣＯ
省エネルギー

循環型社会
３Ｒ

クリーン

新エネルギー

有害物質対策

　当社は、環境に貢献する技術の開発・導入・改良を積極的に推し進めています。また、お客様には、これらの技
術の活用により環境保全に貢献する様々なソリューションを提供しています。
　当社は、蓄積された知識・経験をベースにR&D (Research & Development)エンジニアリング(注)を環境保全分
野にも積極的に活用しています。クリーンエネルギー/新エネルギー、CO2削減/省エネルギー、循環型社会/3R

（Reduce･Reuse･Recycle)、有害物質対策など、環境エンジニアリングに関する様々な取組みを行っています。
（注）R&Dエンジニアリングとは、お客様が開発しようとしているプロセスなどの「シーズ」の技術に基づき、パイロットプラントまたは商業プラントへのス

ケールアップに必要なプロセス最適設計などの各種検討を行い、商業プラント基本設計仕様書を提供するエンジニアリングサービスです。

■クリーンエネルギー/新エネルギーに貢献する当社のソリューション
●DME ( Dimethyl Ether )
　DMEは、硫黄や灰分を含まないため燃焼時に硫黄酸
化物や煤塵を生成しないクリーンで安全な燃料です。
　当社は、メタノールプラントにDME合成工程を付加
する間接法DME製造技術を開発しました。間接法で
は、メタノールとDMEをマーケット需要に合わせ併
産、生産調整することができ運転の融通性が高くなり
ます。
　既に中国において4基の当社技術によるDMEプラン
トが稼動しています。 

環境に貢献する当社保有のエンジニアリング技術の紹介
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マイクロＧＴＬの開発のスケジュール

2007年

Stage-1 Stage-2 Stage-3 製品化
2009年 2011年 2013年

●プロセス構築
●小規模スケールでの
　確認試験

●実用サイズの
　反応器製作

●実証機の建設、運転
●商業化

●Ｆｌｏａｔｉｎｇ ＧＴＬへの展開

バイオエタノールバイオエタノール

イソブテンイソブテン CO2

CO2

バイオＥＴＢＥ
バイオエチル
ターシャリー

ブチル
エーテル

光合成光合成

ガソリン

バイオガソリン

++

環 　境

●GTL（Gas to Liquids）
　GTLは、天然ガスや石油随伴ガスを原料とし、石油由来のものに比べて不純物の少ない、クリーンなディーゼル
燃料やナフサを生産する技術です。
　当社は、2007年11月から米国ベロシス社殿および三井海洋開発株式会社殿（MODEC）と共同で、小型で経済
的なマイクロGTLの技術開発に取り組んでいます。開発は順調に進んでおり、実証機の建設・運転を経て、2011

年末までに商業化を目指しています。
　マイクロGTLは、その小型さゆえ、陸上のみならず、船上にもプラントを積載することが可能です。船上GTL

（Floating GTL）は、従来では開発が困難であった深海域の天然ガスを有効利用するものであり、早期の商業化が
期待されています。 

●バイオETBE ( Ethyl Tertiary Butyl Ether )
　バイオETBEは、植物由来のエタノールであるバイオエタノールと石油由来のイソブテンから合成されます。この
バイオETBEを配合したバイオガソリンは従来のガソリン同様、ガソリンスタンドで一般の自動車に給油されます。
　バイオガソリンを給油して走行した場合、京都議定書のルールであるカーボンニュートラルの考え方(注)によっ
て、その車から排出されるCO2の削減が期待できます。日本では、2010年にはバイオガソリンを取り扱うガソリ
ンスタンドが全国で大幅に増加する見込みです。
　当社は、JX日鉱日石エネルギー株式会社
根岸製油所殿向けに、既存MTBE（天然ガ
ス由来メタノールとイソブテンから合成）
装置をバイオETBE装置へ転換する設計・
調達・建設プロジェクトを遂行致しました

(2009年12月完工)。この装置は、日本で
最初のバイオETBE商業プラントです。
（注）カーボンニュートラル：バイオ燃料は、原料である

植物が成長過程でCO2を吸収していることから、燃
焼によってCO2を排出しても大気中のCO2の総量を
増加させないという考え方。 
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CCSのイメージ図

沈殿池 ろ過池 ポンプ施設 管路施設

取水施設

脱水機

出典：大阪市水道局資料

太陽光発電

凡例
省エネ診断省エネ診断

事業診断

太陽光発電導入

太陽光・系統連携検討

取　水 浄　水 送配水 給　水 お客さま
サービス

排　水
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■CO2削減/省エネルギーに貢献する当社のソリューション

●CCS （CO2回収・貯留）
　CCSは、IPCC（注）特別報告書で、2100年までの世界の

CO2累積緩和策の15～55％に貢献するとされ、地球温暖
化対策として大きな期待がかけられています。
　当社は、日本国内でのCCS大規模実証試験を目的に

2008年に設立された日本CCS調査(株)に出資し、2009年
に設立されたGlobal CCS Institute（GCCSI）への創立
メンバーとして、CCSの早期実現に積極的に取組んでい
ます。
（注）IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) : 気候変動に

関する政府間パネル

●交通システム
　鉄道システムは、自動車、航空機に比べて環境負荷の少ない公共輸送手段として世界中で見直されています。ま
た、交通インフラの整備が遅れている国々では、慢性的な交通渋滞に頭を悩ませており、都市交通の担い手として
鉄道への需要が高まっています。
　当社はこれに応えるため、2007年10月に三
井物産(株）との共同出資により東洋トランスポ
ートエンジニアリング(株)を設立し、鉄道建設
に特有な技術をサポートする体制を整えまし
た。当社は、システムインテグレーターとして
完成度の高い鉄道システムを提供し、利便性の
向上、環境問題への対応、雇用の創出など地域
社会への貢献を目指しています。

●省エネルギー検討技術
　水の需要量は、経済発展に伴い増大します
が、水源不足や水道管からの漏水等で、多く
の国が著しい水供給不足に陥っています。
　当社は日本政府支援の下、大阪市水道局、
関西経済連合会等と共に、ベトナム・ホーチ
ミン市における水源から蛇口までの水道のト
ータルシステムについて、省エネ・省水診断
を行いました。
　その結果、浄水施設・送配水施設のエネル
ギー利用の効率化、太陽光等再生可能エネル
ギー利用などによる複数の水道システム改善
策を提案することができました。
　その中から改善効果が大きいものを選定し、事業実証を目的とした設備の設計･設置・運転を行ってまいります。




