
株式会社ジャパンフォーシーズンズ

株式会社ジャパンフォーシーズンズは、バイオ分野で株式会社片岡バイオ研究所、
施設コンストラクション分野で株式会社東エンジニアリングと技術提携しています。



自然と産業の調和を可能にし、人と地球の明るい未来の創造・持続可能な社会の実現に貢献します。
株式会社ジャパンフォーシーズンズは、持続可能な開発目標（SDGs）を支援し、脱炭素社会の実現に向けて取り組ん
でいます。お客様ごとに異なる目的・対象物、異なる設備・機械、異なる環境下において、それぞれの状況に応じた
有機産業廃棄物を「生まない・捨てない・燃やさない」排水処理・有機産業廃棄物処理を実現します。
JFSは、ゼロ・エミッションとコスト削減を両立するエコ・エンジニアリングを提供します。

私たちが目指す環境対策
それは、有機産業廃棄物を排出しないこと

ゼロ・エミッション ＆ コスト削減

エコ・エンジニアリング
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事業概要 －有機産業廃棄物のゼロ化・排出抑制による環境対策－ ※有機廃棄物のコンポスト化も可能（要相談）

総合的かつ戦略的活用
ファシリティオペレーション
－施設・設備運用の最適化－

⑥設備投資の最小化

①所期目的の確実な達成

②運用効果の最大化

③運用費の最小化

④事業の発展・変化への対応

⑤社会・環境変化への対応

有機産業廃棄物対策

公害対策

農業・水産業支援

①排水処理

②廃油・油脂

③高濃度ＢＯＤ排水

④廃液（廃酸・廃アルカリ）

⑤難分解性有機物質

⑥食品残渣等の生ごみ

⑦悪臭・排泄物

⑧土壌汚染

⑨農作物

➉水産養殖（食用・観賞用）

バイオテクノロジー

機能強化微生物群製剤 KAB

無臭化、消滅

汚染浄化

大型化、甘味など品質向上

大型化、味・艶・柄など品質向上

余剰汚泥ゼロ化＋処理水質良化

一次処理
分解

二次処理
①一般排水処理へ

➢

&有機産業廃棄物ゼロ化・排出抑制 コスト削減※

事業 目的 対象 効果

具体的効果

総合効果

※実績平均▲30%以上

※段階的処理を行い
有機産業廃棄物をゼロ化

バイオの力で
有機産業廃棄物を

リデュース

本来の設備能力以上の
処理力を発揮する

施設運用力強化

SDGs、脱炭素経営の取組みに貢献

ゼロ・エミッションとコスト削減の両立

KAB処理後放流水

活性汚泥法 排水処理

余剰汚泥ゼロ化

排水処理施設
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JFSは排水処理施設コンストラクション＆マネジメント事業を通じて、排水の性状、放流基準、求める処理水質等に応じた最善の設備・機器を選定し、最適な施設設計提案を
行います。また、最適な設備・機器の選定のみならず、オペレーションも考慮し、処理性能に加えコスト管理においても最善の結果をご提供してまいります。
建設プロジェクトの企画、設計、施工、引き渡しの各段階において、所期の目的に向かってスケジュール・コスト・品質・情報等の管理・調整を行い、必要に応じて事業者間
調整や行政対応等も行い円滑にプロジェクトを遂行してまいります。

油
・
油
脂
な
ど

SS

溶
解
性
物
質

夾
雑
物
・
ス
ケ
ー
ル

砂
等
重
質
物

一次処理

オイルセパレーター

加圧浮上装置

沈殿装置

生物処理（曝気槽）

砂ろ過装置

二次処理 三次処理 汚泥処理

スクリーン

沈砂池

➢好気性処理

➢嫌気性処理

沈殿槽

脱リン装置
（凝集沈殿槽）

脱窒装置

限外ろ過膜（UF）

SS除去装置

MBR（MF）

活性炭吸着装置

放流 再利用

イオン交換膜（IE）

逆浸透膜（RO）

ナノろ過膜（NF）

汚泥処理装置

・脱水装置

・乾燥機

・焼却炉

・汚泥減容化装置

※膜は「膜の種類と分離対象」を参照。
表中の設備の他、ポンプ・配管等の付
帯設備にも対応します。
メーカーに関しては、特段の指定がな
い場合、機能等が必要充分であること
を前提に、最も好条件を提示するメー
カーを任意に選定します。

中和装置

流量調整装置

放流

※一般的な排水処理では、基本的には
二次処理部分でKABを使用します。
ただし、処理の対象物によっては、
別途KABを使用して一次処理（分解）
を行い、二次処理として他の排水と
混同し、KABによる排水処理を行う
ことで、処理を完結させる場合が
あります。

※MBR＝膜分離活性汚泥法
精密ろ過膜（MF）使用

※KABを使用して排水処理を行った
場合、余剰汚泥は発生しなくなり
ますので、汚泥処理は不要になり
ます。

※通常排水処理で余剰汚泥を発生さ
せ、コンポスト化（堆肥化）する
ことも可能です。
この場合は、別途設備が必要です。
（要相談）

事業概要 －排水処理施設コンストラクション＆マネジメント－インフラ建設・整備
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参考）膜の種類と分離対象 ※日本ガイシ社ホームページより一部抜粋・一部加工して掲載しています。

孔径

フィルター・膜

次世代膜

散気板
除塵フィルター・

DPF
ガス分離膜限外ろ過膜（UF）

精密ろ過膜（MF） ナノろ過膜（NF）

イオン交換膜（IE） 逆浸透膜（RO）

ゼオライト膜

パラジウム膜

分離対象

酵母・菌類 イオン・分子タンパク質・多穂類

バクテリア 酵素ウィルス

抗生物質ダスト

10μm 1μm 0.1μm 0.01μm 1nm 0.1nm

膜の種類 説明 応用例

精密ろ過膜
（MF）

0.1μmより大きい粒子や高分子を阻止
する膜

研磨排水再生
除菌、上水

限外ろ過膜
（UF）

0.1μm～2nm（分子量数百～数百万）
の範囲の粒子や高分子を阻止する膜

果汁や乳製品の濃縮
電着塗料の分離回収

ナノろ過膜
（NF）

2nmより小さい程度の粒子や高分子を
阻止する膜

果汁濃縮
上水

逆浸透膜
（RO）

加圧により浸透圧差と逆方向に溶媒が
移動できる膜

海水淡水化
医薬用水

イオン交換膜
（IE）

陽イオンもしくは陰イオンのみを選択
的に通す膜

食塩の製造
カ性ソーダ製造

ガス分離膜
気体分子の大きさや速度差、もしくは
気体分子の溶解度及び膜中の拡散速度
差を利用してガス成分を分離する膜

酸素富化
メタン/CO2分離
水素分離
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SDGsの取組み ※外務省ホームページより抜粋

JFSの環境対策 －お客さまと共に取り組むSDGs、脱炭素社会に向けた取り組み－

あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ

ターゲット
3.9 2030年までに、有害化学物質、並びに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。

すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

ターゲット
6.3    2030年までに、汚染の減少、投棄の廃絶と有害な化学物・物質の放出の最小化、未処理の排水の割合半減及び再生利用と安全な再

利用の世界的規模で大幅に増加させることにより、水質を改善する。
6.a    2030年までに、集水、海水淡水化、水の効率的利用、排水処理、リサイクル・再利用技術を含む開発途上国における水と衛生分野

での活動と計画を対象とした国際協力と能力構築支援を拡大する。
6.b    水と衛生に関わる分野の管理向上における地域コミュニティの参加を支援・強化する。

強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、技術革新の拡大を図る

ターゲット
9.4    2030年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産

業改善により、持続可能性を向上させる。全ての国々は各国の能力に応じた取組を行う。

持続可能な消費と生産のパターンを確保する

ターゲット
12.4    2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を

実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。
12.5    2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。
12.a    開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援する。

海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する

ターゲット
14.1    2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。
14.2    2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性（レジリエンス）の強化などによる持続的

な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。

脱炭素化の取組み ※環境省ホームページより一部抜粋

有機産業廃棄物の削減の取組みを通じて、廃棄物の抽出、乾燥、運搬、焼却等、処分に関連して生じる
二酸化炭素の排出を削減します。
設備・機器の稼働減少、稼働効率化することから、動力エネルギーの削減にもつながります。
バイオテクノロジーも活用しつつ、排水処理をはじめとする設備・機器の稼働を最適化することにより、
脱炭素化やSDGsといった環境対策の取組みとコスト削減を両立して実現します。
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株式会社ジャパンフォーシーズンズ会社概要

JFSは、以下の取組み方針のもと、お客様と共に、環境対策事業を展開しています。

１．SDGsや脱炭素化の趣旨に準じ、社会的責任を果たすべく有機産業廃棄物の削減をはじめ、様々な環境対策に対応します

２．新たな設備機器の導入および既存設備を含めた設備機器運用の最適化・効率化を図ります

３．投資効率の向上、費用対効果の最大化および対策全般に係るコストの削減を図ります

■事業方針

▮会社名 ： 株式会社ジャパンフォーシーズンズ
（英文名：Japan Four Seasons Co., Ltd.）

▮代表者名 ： 代表取締役 本澤 武

▮設立 ： 2016年4月1日

▮所在地 ： 本社 〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷2-11-7
大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市中央区内本町1-2-15 谷四スクエアビル7階 ㈱ブリックス内

▮TEL/FAX ： 代表直通TEL：090-7258-1973 FAX：048-966-9294

▮E-mail ： info@japan-four-seasons.com

▮URL ： https://www.jfs-trading.com

▮事業内容 ： １．機能強化微生物群製剤 KAB 販売
２．ファシリティオペレーションサービス提供
３．排水処理施設コンストラクション＆マネジメントサービス提供
４．上記に付帯する研究・開発等の業務

▮海外拠点 ： JFSI：PT Jaya Fortuna Sakti Indonesia（インドネシア）（関連会社）

▮加盟団体 ： 越谷商工会議所

▮対応国実績 ： １．KAB
日本、中国、インドネシア

２．ファシリティマネジメント・コンストラクションマネジメント
日本のみ

■会社概要
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KAB
機能強化複合微生物群製剤

Bio-Technology

＜工場排水分解率＞
KAB導入企業全体平均：2019年～2021年実績

SS
BOD
COD
窒素
リン
n-Hex※

※動植物油・鉱物油合計

：96%
：98%
：97%
：98%
：93%
：98%

SDGs・脱炭素化対応

エコ・エンジニアリング

自然の力で水をきれいにします。そして循環再利用

地球環境を守る、有機産業廃棄物の排出削減

これらを実現するのが

機能強化複合微生物群製剤KAB

KABでバイオテクノロジーの本物の効果を実感してください

KAB導入企業の98%が、KAB導入後、
余剰汚泥の継続的な引き抜きを行っ
ていません。

株式会社ジャパンフォーシーズンズは、バイオ分野で株式会社片岡バイオ研究所、
施設コンストラクション分野で株式会社東エンジニアリングと技術提携しています。



KAB
機能強化複合微生物群製剤 KABは多機能的に環境浄化を可能にすることを目的として、片岡バイオ研究所が環境浄化エンジニアリング

／バイオテクノロジーとして開発した、機能強化複合微生物群製剤です。
有機物分解酵素を分泌する通性嫌気性土壌細菌である和田菌と、片岡バイオ研究所が自然環境から採取し、

独自の馴養で機能強化した複数の細菌・古細菌および菌類を、メゾスコピック・マイクロバイオロジーにおけ
る微生物間コミュニケーションの機能を活用し、片岡バイオ研究所独自の複合化技術によって組成しています。

＜KAB－機能強化複合微生物群の構造イメージ＞

■多機能性

目的・対象に応じて、構成する微生物が異なります。また、同様の原材
料を使用している工場でも、地域の違いによってKABの構成は変わる場
合があります。
構成する微生物の種類や配合割合をオーダーメイドで調整することで、
様々なニーズへの対応を可能にしています。

■形状

液体と粉体の２形状で構成しています。

■安全性

KABで使用する菌は、下記の3機関で安全性を確認済です。

1. 厚生労働省出先機関
一般財団法人日本環境衛生センター
毒性試験（LD50） →安全証明書（日環セ東発第生－7－161号）付与

2. 厚生労働省指定検査機関
一般社団法人東京都食品衛生協会東京食品技術研究所
食品微生物検査 →試験検査成績書 陰性（東技研3040-A号）

3. 公益財団法人食品農医薬品安全性評価センター
GLP非適用試験（2回：8894(562-001)，8899(462-006)）
ラット、ヒメダカにおける毒性試験 →最終報告書 安全

有機産業廃棄物対策

公害対策

農業・水産業支援

①排水処理

②廃油・油脂

③高濃度ＢＯＤ排水

④廃液（廃酸・廃アルカリ）

⑤難分解性有機物質

⑥食品残渣等の生ごみ

⑦悪臭・排泄物

⑧土壌汚染

⑨農作物

➉水産養殖（食用・観賞用）

目的 対象

■特徴

活性汚泥法を採用する排水処理において、新たな設備投資を必要とせず、
沈殿槽等から生じる余剰汚泥をゼロ化することが可能であることが最も
大きな特徴です。
KAB導入工場の98%が導入後余剰汚泥ゼロを継続しています。

最大の特徴＝排水処理における余剰汚泥ゼロ化

また、余剰汚泥ゼロ化の他、廃油や油脂、高濃度ＢＯＤ排水、廃液、難
分解性有機物質、食品残渣など有機産業廃棄物を分解し、最終的には一
般排水と共に処理することが可能な状態にします。これらの実現には、
多くの場合、排水処理設備の他一定新たな設備の導入が必要になります。
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KAB
機能強化複合微生物群製剤

■ KABの種類ご紹介（主に排水処理で使用するもの）

汚泥分解用 油分解用

凝集性向上用

COD（難分解性有機物質）分解用

凝集性向上用

沈降性向上用

■使用施設及び設備

排水処理施設、浄化槽、グリストラップ、各種産廃処理装置・分解装置

■運用環境

1. 複合化有効期間
30日～90日（最大120日）※90日以内のご使用推奨
ご注意）製造から120日経過で明らかな効果減退が認められます。

2. pH
概ね4～9
※排水処理でご使用になる場合は、pH2以上でご使用ください。

万が一、誤って薬品混入など排水処理自体にトラブル等が生じた際
も、pHが2以上を維持していれば効果は持続します。
ただし、殺菌作用のあるものの混入時はこの限りではありません。

3. 温度
概ね10℃～60℃
※排水処理でご使用になる場合は、水温20℃以上を目安にご使用くだ

さい。20℃を下回る場合、効果が出にくくなる場合があります。

■保管

直射日光を避け、なるべく低温・高温になり過ぎない場所に保管してく
ださい。

バイオソックス
※グリストラップ油分解用

バイオミューター
※消臭用

複合菌の多機能性は各大学や研究機関での様々な活用実証によって既に立証されています。
複合菌活用の可能性は、研究が進むにつれ拡大し続けており、学会等では今だ可能性は未知数と整理されています。
片岡バイオ研究所ならびに当社もKABによる活用拡大の取組みを通じて、複合菌の可能性を徹底的に追求し続け
ています。
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排水処理
■排水処理性能向上のポイント

❑処理能力の強化

①汚泥分解率向上 →「分解率向上の仕組み」参照

【重要】汚泥発生のマスバランス（汚泥の増殖変化量）

をコントロール

➢ 汚泥を高効率で基質化

➢ 既存自然菌の活性を支援

➢ KAB構成菌自らも分解を行い分解を効率化

②処理の安定化

＜安定処理の阻害要因＞

・水質変動（製造物・原材料の変化等）

・季節変動（温度変化）

・ショックロード

・施設のキャパシティ不足

・糸状菌・放線菌・硫黄細菌の発生 など

➢ 安定処理の阻害要因から防衛

➢ 活性汚泥の安定稼働域の拡大

➢ 固液分離性の向上

➢ 沈降性の向上

③トラブル時の原状回復力強化

➢ 早期原状回復

➢ 活性汚泥入替の不要化（例外あり）

➢ 活性剤等使用薬剤の大幅な削減

➢ 生産ラインへの影響最小化

❑設備稼働・薬品使用の効率化

①電力使用・設備メンテナンスの省力化

②使用薬剤の減少

■導入効果

①余剰汚泥ゼロ化（または大幅な削減）

②処理水質の水質向上（放流先の切り替え、水再利用化）

③無臭化

④温室効果ガス（二酸化炭素：CO2）排出量削減

余剰汚泥等の有機産業廃棄物を無くす、または削減し、脱水・運搬・焼

却等の処分を不要にして二酸化炭素の排出量を削減します。

⑤コスト削減

➢ 余剰汚泥の抽出・排出・処分・運搬費

➢ 悪臭の対策費

➢ 設備の稼働費

➢ トラブル時の原状回復費

☝費用対効果抜群

☝脱炭素化対策

☝SDGs対策

☝平均削減率▲35%前後 ※実績▲15%～最大▲60%

【図説】KABを活用した排水処理

KAB
機能強化複合微生物群製剤 KABがご利用可能な排水処理法は、全ての活性汚泥法です。

標準活性汚泥法、長時間曝気法、酸化溝法(オキシデーションディッチ法)、二段曝気法、嫌気好気法
(AO法)、循環式嫌気好気法(A2O法)、硝化液循環活性汚泥法(脱窒素活性汚泥法、消化脱窒法)、膜分離
活性汚泥法、回分式活性汚泥法、神奈川方式回分法、ばっ気式ラグーン法（複合ラグーン法）など

余剰汚泥ゼロ =

調整槽

曝気槽

沈殿槽

返送汚泥（曝気槽 ⇄ 沈殿槽 汚泥全量循環）

排水流入

放流水

汚泥の
固液分離性の向上
沈降性の向上

放流水質の良化

CO2排出量削減
コスト削減

汚泥処理装置不要化

・脱水装置
・乾燥機
・焼却炉
・汚泥減容化装置

曝気槽にKABを添加
KABが汚泥発生のマスバランスをコントロール
汚泥状態を最適化

無臭化

※ KAB導入の初日から余剰汚泥の引き抜きは停止します。
数ヶ月の調整期間を経て、高濃度MLSS運転に切り替えます。

※KABは基本的に曝気槽に添加します。汚泥は曝気槽と沈殿槽を全量循環させ引き抜きはしません。
ただし、より効果を高める為、設備環境に合わせ、添加場所や汚泥の循環方法は変更する場合があります。
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排水処理 分解率向上の仕組みKAB
機能強化複合微生物群製剤

【図説】 KABによる汚泥分解率向上の仕組み（KABによる排水処理法＝機能強化細菌法：生物学的手法）

● 活性汚泥は通常細胞壁（ペプチドグリカン：難分解性有機物質）で覆われており、既存自然菌による分解を阻害し余剰汚泥が発生します。
● KABが分泌する酵素により、細胞壁（ペプチドグリカン）は短期に溶け細胞破砕が生じ、中の細胞質（BOD成分）が水中に溶出（基質化）します。
● 溶出した細胞質（BOD成分）は既存自然菌やKABの餌となり食物連鎖によって分解され、水質が向上します（食物連鎖の最適化）。
● 既存自然菌やKABを組成する菌は再び活性汚泥を形成しますが、新たに添加されるKABによって再び基質化が行われ、再びBOD成分が溶出され

食物連鎖によって分解されます。以降同じサイクルが効率的に繰り返されることにより分解率が向上します。
● KABの構成をコントロールすることによって汚泥発生のマスバランス（汚泥の増殖変化量）は最適化され、余剰汚泥のゼロ化を実現・継続し、同時

に水質を向上します。
※ KABによる基質化は他の基質化法と異なり、新たな設備投資によるコスト増や、新たな難分解性物質の生成といったデメリットは生じません。

細胞殺傷 細胞破砕 細胞低分子化

活性汚泥

BOD BOD

BOD

活性汚泥

BOD

BOD

BOD

細胞壁（ペプチドグリカン）
難分解性

BOD

BOD

BOD

溶出細胞質（BOD成分）
易分解性

死細胞 破砕細胞壁→溶出細胞質 低分子物質
糖

アミノ酸
脂肪酸

既存自然菌

短期に
分解できない

KAB

酵素で
短期に分解 既存自然菌

KAB

分解

分解

KAB

独自の複合菌技術により、
菌が相互に助け合い、既存
自然菌から複合菌群を守る、
共存環境を構築。
これにより、複合菌がしっ
かりと機能を果たし目的物
の効果的処理が可能になる。

KAB（汚泥分解用）構造イメージ

<ペプチドグリカン＞
通常、ペプチドグリカンは多糖の鎖がペプチドの短い鎖によって架橋された複雑な三次元立体構造になっており、生物機能による代謝分解が困難であるか、または、分解に長い時間を要します。

溶出

溶出

溶出
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廃油・油脂KAB
機能強化複合微生物群製剤

■廃油・油脂分解のポイント

①分解性能の向上

➢ 油の状況に合わせた分解に有効な微生物群を設計

➢ 一般的な油分解と比較し、高効率に分解

➢ 動植物油・鉱物油・原油いずれの分子構造にも対応

➢ 最終的に水と二酸化炭素に分解（水は一般排水処理へ）

②活用範囲

➢ 動植物油およびスラッジ

➢ 油脂

➢ 鉱物油各種およびスラッジ

➢ 原油およびスラッジ

➢ 石油およびスラッジ

§主な分解実績

動植物油、油脂、切削油、マシーン油、プレス油、潤滑油、

絶縁油、不燃性作動油、A重油、原油スラッジ、石油スラッジ、

石炭スラッジ など

■導入効果

①廃油・油脂（油泥）ゼロ化または大幅な減容

②施設の油汚染・配管目詰まり解消

③グリストラップの恒常的清潔化

④排水処理への油混入による不安定状態の解消

⑤廃油ヤードからの悪臭追放

⑥温室効果ガス（二酸化炭素：CO2）排出量削減

廃油・油脂等の産業廃棄物を削減し、抽出・運搬・焼却等の処分

を無くすことで二酸化炭素の排出量を削減します。

⑦コスト削減

➢ 廃油・油脂の抽出・排出・処分・運搬費

➢ 悪臭の対策費

➢ 設備の稼働費

「油」といえど、動植物由来の油や、石油由来の油があり、尚且つそれらの中でも、
多くの種類が存在します。
油の分子構造により、微生物による分解難度も全く異なります。
一般的に、動植物油＜鉱物油＜原油の順に生物分解は難しくなります。

☝費用対効果抜群

☝SDGs対策

☝排水処理の安定

☝脱炭素化対策

☝平均削減率▲30%前後

【図説】グリストラップでの活用イメージ

使用中の中身

新品

※粉末タイプ
液体タイプもあります。

KABバイオソックス※写真の事例では、
10年間で一度も油脂
（油泥）の引き抜き
は行っていません。

※KAB添加前は、
月一回、バキューム
車で清掃を実施。

重要）グリストラップの大きさに
応じた曝気装置の追加設置
が必要
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KAB
機能強化複合微生物群製剤

生ごみ処理
工場等から排出される生ごみの他、余剰汚泥や固形化した廃液などの処分も可能です。
生ごみ分解時に排出される水は放流基準を満たさない場合が多く、一般排水として排
水処理を行い、生ごみ処理と排水処理で処理を完結します。
有機産業廃棄物を境外に排出しない仕組みづくりをご提供いたします。

■生ごみ残渣分解処理のポイント

①水＋ガス等（H2＋CO2＋N2 等）に分解

排水があるオープン型（消滅型含む）、排水がないクローズ型な

ど様々なタイプの処理機に対応します。通常、分解が難しいとさ

れている油の多い食品・梅干しの種・鳥の骨等も分解可能です。

②生ごみ処理＋排水処理で完結

業務用生ごみ処理機（オープン型）から排出される処理水は、排

水濃度が高いことが一般的です。

一般排水と共に排水処理を行い、処理を完結します。

§分解にかかる日数の目安

〇 一般的な生ごみ：約 1日（コーヒー滓なども含む）

〇 みかんの皮や塊のまま投入された肉など繊維質のものや

大きな塊のもの：約 2～3日

〇 卵の殻やチキンの骨、梅干しの種など：約 10日

■導入効果

①生ごみ残渣ゼロ化または大幅な減容

②生ごみ処理機から排出される高濃度排水は

排水処理で処理完結

③温室効果ガス（二酸化炭素：CO2）排出量削減

生ごみ残渣を削減し、抽出・運搬・焼却等の処分を無くすことで

二酸化炭素の排出量を削減します。

④コスト削減

➢ 生ごみの排出・処分・運搬費

➢ 悪臭の対策費

➢ 設備の稼働費

注意）生ごみ処理は、専用の生ごみ処理機が必要です。

生ごみ処理機導入に伴うイニシャルコストが別途かかります。

☝費用対効果抜群

☝脱炭素化対策

☝平均削減率▲70%

【図説】生ごみ処理機での処理イメージ

KABを使用した一般的な排水処理

浄化槽での排水処理

食品残渣等の生ごみ
余剰汚泥
共にゼロ化

生ごみ処理機に
KAB添加（菌叢有）
生ごみ分解

曝気槽に
KAB添加
汚泥分解

浄化槽に
KAB添加
汚泥分解

生ごみ投入

＜浄化槽に関する説明＞
・浄化槽の種類は、単独浄化槽で可（お客様ご負担で設置いただきます）
・浄化槽の大きさはごみ処理機からの排水量に応じて決定します。
・浄化槽で確実に排水基準をクリアする場合、ごみ処理機とは異なる種類のKAB（汚泥分解用）の使用が必要です。

BOD、COD等の値に関しては、概ね▲97％～▲98％の引き下げが可能です。
その他の排水基準対策に関しては別途ご相談ください。 13



KAB
機能強化複合微生物群製剤

高濃度BOD排水、廃液（廃酸・廃アルカリ）
様々な高濃度BODの廃液を分解します。また特に食品工場等で排出される廃酸や廃アルカリなどの有機産業廃棄物も同時にKABで分解します。
多くの場合は、専用のKABを使用し、一次処理を行い、処理水を一般排水と混合し排水処理を行うことで有機産業廃棄物の排出をゼロ化します。
有機産業廃棄物の削減につながり、環境対策の一環として多くの工場で採用いただいております。また、処分費用等の削減によるコスト削減策と
してもご活用いただいています。

その他の処理
高濃度BOD排水、廃液（廃酸・廃アルカリ）、難分解性有機物質（放射能汚
染物質を含む）の分解、また公害対策として悪臭対策や排泄物分解、土壌汚
染の浄化も可能です。
更に、KABは、農作物育成促進や水産養殖促進でも活躍しています。

難分解性有機物質・放射能汚染物の除染
現在までの実績として、PCB/TCB、ダイオキシン、フミン、ジオキサン、ペクチン 等の難分解性有機物質を分解します。
有機産業廃棄物削減策や環境浄化策の一環として、大手電力会社、化学品製造工場や食品工場など多くの工場で採用いただいています。
CODの引き下げ対策としても活用いただいています。

放射能汚染物の除染に関しては、某地方自治体の農業集落排水で汚染水の浄化、某電力会社のご依頼による浄化実証試験で汚染物の除染に成功し
ています。除染に関する詳細情報は、具体的なご用命をいただいた場合のみ実績や詳細情報をご案内せていただいています。

悪臭・排泄物
マスキング効果とは違い、微生物の分解酵素の働きを利用して臭いの元を分解します。化学物質の中で匂いをもつ物質は約40万種あるといわれて
おり、悪臭といっても様々な物質の混合物であることが多く、臭いの元を分解し、消臭効果を発揮させるのは難しい場合があります。
KABは、目的の臭いにあわせて菌をブレンドし、持続性高く、消臭効果が維持できるよう配合します。
一般家庭用から工場、食堂、生活排水、土壌汚染の消臭まで、あらゆる悪臭に対応します。
また、排泄物も臭いはもとより、排泄物そのものを分解し水と二酸化炭素に分解します。現在は、主に、山間部のバイオトイレとしてご利用いた
だいています。
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KAB
機能強化複合微生物群製剤

土壌汚染
製油所、ガソリンスタンド跡地、造船場跡地、化学品製造工場建設地、マンション建設地、軍用地跡地、電気機器製造工場敷地、国所有地等様々
な土壌汚染の浄化に対応しています。土壌汚染で分解実績がある成分は以下の通りです。

§土壌汚染分解実績

①亜鉛 ②悪臭(硫黄） ③鉛 ④キシレン ⑤テトラクロロエチレン ⑥トリクロロエチレン ⑦トルエン ⑧ヒ素 ⑨フェノール
➉フッ素 ⑪ベンゼン ⑫TPH重油

■土壌汚染浄化作業

その他の処理
高濃度BOD排水、廃液（廃酸・廃アルカリ）、難分解性有機物質（放射能汚
染物質を含む）の分解、また公害対策として悪臭対策や排泄物分解、土壌汚
染の浄化も可能です。
更に、KABは、農作物育成促進や水産養殖促進でも活躍しています。

農作物育成促進

❑土壌汚染の基本工法
土壌汚染の基本的な工法は、トレンチ工法になります。
作業の流れは、重機によるトレンチ工法での掘削・攪拌施工、KABの散布、養
生の流れになります。
汚染の程度によってはこれを何度か繰り返す場合があります。
また、地下水にまで汚染が及ぶ場合は、汚染水を一旦汲み上げ、KABで浄化し
下水道に放流する流れになります。通常は簡易版の処理タンクを設置し、処理
を行います。

水産養殖促進

KAB（農作物育成促進用）は、光合成細菌群により土壌を活性化し農作物の育成を促進します。
農業における農作物の成長を促進し、作物が一般的な育成と比べ早く、大きくなり、品質や味等が良化します。
農業の効率化、品質向上にお役立てください。

KAB（水産養殖促進用）は、水産養殖において、成長促進に活用いただいています。
観賞魚である鯉や金魚、海外ではアロワナなどでご利用いただいています。
また、食用のエビ、ヒラメ、ウナギ等の養殖でもご活用いただいています。
通常の養殖と比較し、大きくなることに加え、観賞魚では、模様・艶など高品質となる要素で効果を発揮するほか、食用魚では活きが良く、大ぶ
りで品質の高い魚に育成することができます。
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学会発表、論文、社内報等掲載の実績

「Activity to Reduce Sludge Generated from Septic Tanks to Zero 
Using Bacterial Method」

訳：「浄化槽から発生した汚泥を細菌法を用いてゼロに削減する活動」
(2005年 FUJITSU SCIENTIFIC & TECHNICAL JOURNAL 2005 VOL.41, 

NO.2 Special Issue on Environment)

「機能強化微生物を用いた汚泥減量化処理処分システムの実施設での活用」
（1996年日本水処理生物学会誌別巻第16号1996）

Voice「年間200トンの汚泥発生量がゼロへ」
(2010年 Nikon CSR REPORT 2010)

環境会計「その他の取組み紹介 バイオ処理設備」
(2010年 Forest-In Office Amada Green Action 2010)

－最新メディア掲載－
「排水と用水」 Vol.61 No.7 p.509～518 (2019)
『アジアの汚水処理発生汚泥対策のための

微生物製剤活用汚泥減量化展開方策』

※その他、新聞・社内報等への掲載

豊田自動織機共和工場ＨＰ

「浄化槽における余剰汚泥０の取組み」

神奈川工科大学

「公共下水道切替に伴う取り組み」

日刊工業新聞

「焼酎カスの微生物処理に関して」

※共同研究

東京電力「共同研究試験 PCB・TCBの生物分解実験成功」 導入実績の詳細はお問い合わせください。

KAB
機能強化複合微生物群製剤

掲載は、片岡複合菌ならびに片岡バイオ研究所（またはその前身社名）で掲載されています。
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ファシリティーオペレーション
－施設・設備運用の最適化－

SDGs・脱炭素化対応

エコ・エンジニアリング

自然の力で水をきれいにします。そして循環再利用

地球環境を守る、有機産業廃棄物の排出削減

施設能力を最大限発揮させるため

バイオテクノロジーの効果を最大限活かすため

最も重要なファクター、それが

ファシリティオペレーション

－施設・設備運用の最適化－

株式会社ジャパンフォーシーズンズは、バイオ分野で株式会社片岡バイオ研究所、
施設コンストラクション分野で株式会社東エンジニアリングと技術提携しています。



ファシリティオペレーション－施設・設備運用の最適化－

総合的かつ戦略的活用
ファシリティオペレーション
－施設・設備運用の最適化－

⑥設備投資の最小化

①所期目的の確実な達成

②運用効果の最大化

③運用費の最小化

④事業の発展・変化への対応

⑤社会・環境変化への対応

具体的効果

本来の設備能力以上の
処理力を発揮する

施設運用力強化

排水処理施設

排水処理施設や廃棄物処理設備等の全体としての有り方を最適な状態にします。施設や設備とその環境を総合的・戦略的に企画・管理・運用するマ
ネジメントを行います。ファシリティの現状を踏まえ、所期の目的を確実に果たしつつ、運用効果を最大化し、運用費を最小化します。
また、お客様の事業構造の変化や社会や環境の変化にも対応できる運用をご提案します。所期の目的を達成するにあたり、また将来を見据えた運用
を検討するにあたり、新たな設備投資は最小化します。ファシリティオペレーションの最適化を通じ、「それぞれのファシリティをいかに有効に活
かすか」と「それに関わる費用をいかに抑えるか」の二律背反的な要求を両立させることが可能な最適解を追求しご提案します。

■プラント運用

プラントの稼働効果の最大化、また、エネルギー使用の効率化を
目指し、運用方法の見直し、各種装置の設定等の見直しをアドバ
イスいたします。

❑最大効果を発揮する効率的な運用方法

施設の状況・環境、処理対象物の特性などを考慮し、最大の効果
を発揮する施設運用方法をご提案します。
施設・設備の運用にあたっては、本来の使用方法とは異なる方法
を採用する場合があります。

❑各種装置の設定方法の見直し

排水処理施設においては、pH、DO、ORPといった各種指標の設
定や、沈殿槽の汚泥界面の上下動に伴う各種機器の設定、原水濃
度などを考慮した原水槽の状況に応じた運用など、自動運転装置
の設定も含め、最も合理的かつ効果的な運用方法をご提案します。

❑変化への対応

事業展開や社会環境の変化、また中長期事業計画なども念頭に入
れ、最小限の設備投資で最大の効果を維持するご提案を行います。

■バイオテクノロジーとの相関の最適化
バイオ技術の効果を最大限発揮し、所期の目的を達成することはもち
ろん、コスト削減効果を最大化するご提案を行っています。

❑バイオテクノロジー（微生物の働き）の効果向上

①顕微鏡確認分析（活性汚泥、排水処理各水槽水）

活性汚泥法排水処理における活性汚泥を顕微鏡確認し状態分析を行い
ます。継続的に微生物の状態を確認することで、活性汚泥の状態を的
確に把握することが可能になり、的確にファシリティオペレーション
に反映することが可能になります。曝気槽の他、返送汚泥の状態確認
や、既に他社製の特別な菌などをご使用いただいている場合には当該
菌の働きの確認なども対応可能です。

②設備の状態・水分析による処理の運転管理・状態改善アドバイス

顕微鏡確認分析に加え、水温、ｐH、DO、ORP、MLSS、沈殿槽底部
MLSS、汚泥界面、SV30、SVI、透過指数、発砲状況、返送汚泥濃縮
率、透視度等を継続的に観察し、水の状態を把握します。
また、各機器の運転状況を各種記録から確認し、設備の運転状況と水
の状態から総合的に判断し、プラント運用に反映し各槽の運転管理方
法の見直しおよび状態改善のためのアドバイスを行います。
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SDGs・脱炭素化の取組みへ KAB活用のご提案

環境対策に取り組まれる企業・工場の皆様へ

株式会社ジャパンフォーシーズンズ

KAB活用の目的と効果は極めてシンプルです。KABを活用した環境対策とコスト削減をご提案いたします。

KAB活用で実現可能な主な環境対策

１．排水処理における余剰汚泥ゼロ化

２．余剰汚泥の他、有機産業廃棄物のゼロ化または大幅な削減

３．これらの実現に向けたファシリティオペレーションの最適化

対策効果

１．有機産業廃棄物のゼロ化または大幅削減

２．コスト削減－☝平均削減率30%以上

３．ファシリティの最適運用



KAB導入手順
株式会社ジャパンフォーシーズンズ

１．KABの説明・お客さまの課題（目的）の確認

２．対象施設・対象物の確認（現地・実物確認 ※確認方法は要相談）

３．事前簡易診断の実施（無料）
事前簡易診断を行い、当社よりKABでの対策の可否・お見積もり概算をご案内いたします。
お客さまには、この時点で適合試験以降に進むか否かのご判断をいただきます。

４．KAB適合試験（有料）

５．KAB導入お見積り提示
お客さまには、この時点でKABを採用いただく最終のご判断をいただきます。

６．KAB導入
排水処理においては、KAB導入開始から2ヶ月間～3か月間は導入調整期間になります。
導入調整期間は継続的に訪問し、経過観察を行います。
余剰汚泥のゼロ化を目的として、排水処理でKABを導入いただいた場合、導入初日より余剰汚泥
の引き抜きは停止しますが、導入調整期間中は、状況次第で余剰汚泥の引き抜き等を行っていた
だく場合があります。

７．KAB導入から2ヶ月～3ケ月後、本導入
原則的には自走運用いただきます。

❑導入調整期間について
導入調整期間については、KABの導入時にお客様との相談で期間決定いたします。
経過観察中の訪問頻度も併せて調整いたします。

◆◆◆ご用命◆◆◆
株式会社ジャパンフォーシーズンズ 本澤（ほんざわ）

☎ 090-7258-1973 ✉ honzawa@japan-four-seasons.com
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