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KABとは、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を基に
片岡バイオ研究所が自然環境から採取した複数の細菌・古細菌および菌類を独自
に馴養し、機能強化した特定微生物を独自の複合菌技術によって混合した機能強
化複合微生物群製剤です。
KABは、対象物に応じてオーダーメイドで配合し、バイオレメディエーション

技術として、様々な有機系環境課題を解決に導きます。
※KABによる排水処理は「機能強化細菌法」と称します。

KAB（Kataoka Aggregate Bacteria － 片岡複合菌）とは

オーダーメイド型

機能強化複合微生物群

KAB

---------- 主な配合 ----------

汚泥分解用

鉱物油・油脂分解用

高濃度BOD用

COD分解用

繊維分解用

アミン分解用

PCB/TCB分解用

悪臭分解用

生ごみ分解用

※上記の他にも目的別にKABがあります。

汚泥・汚水分解

油分解

鉱物油

動植物油

高濃度油・原油

難分解性物質分解※1

PCB/TCB

ダイオキシン

フミン

ジオキサン

放射性物質分解※1
集落排水

汚染石炭
土壌汚染の浄化

悪臭分解

生ごみ分解※2

し尿分解バイオトイレ

※1 難分解性物質、放射性物質の分解は目的物毎に
制約や注意事項があります。個別事案毎に別途
ご案内いたします。

※2 生ごみや残渣の分解には別途ゴミ処理機が必要
です。新規のご導入にあたっては別途ご案内い
たします。

1. KABの種類と機能一覧

☝ Point. バイオレメディエーションとは

微生物等の働きを利用して汚染物質を分解等することによって環境汚染の浄化を図る技術のことをいいます。バイオレメ

ディエーションには、微生物を利用する技術として、外部で培養した微生物を導入することにより浄化を行う「バイオ

オーグメンテーション」、栄養物質等又は酸素を加えて浄化場所に生息している微生物を活性化することにより浄化を行

う「バイオスティミュレーション」、植物を利用して土壌の浄化等を行う技術である「ファイトレメディレーション」が

含まれます。微生物を利用するバイオレメディエーションの中でも特に、バイオオーグメンテーションについては、主に

難分解性化学物質の汚染に対して、近年、環境汚染浄化技術としての注目が高まっており、今後の利用拡大が期待されて

います。 参考：環境省ホームページ「微生物によるバイオレメディエーション」
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汚泥分解用KABイメージ

(1)構成菌種

非公表

(2)運用環境(目安)

①pH：2～10 ②温度：10℃～60℃ ③複合化機能：45日

(3)安全性

①一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
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2. 汚泥・汚水分解 – 排水処理汚泥、汚水・汚染水 –

KABの最大の強みである機能が、排水処理において生じる余剰汚泥のゼロ化です。
排水処理で生じる汚泥を効率的に基質化（生分解性物質に改質）し、同時に、自然菌の増殖や活性化を促し、

食物連鎖や代謝（異化・同化）を促進します。また、自らも汚泥の分解・消化を行います。
自然菌との共存環境を構築することによって、汚泥発生のマスバランスを最適化し、余剰汚泥ゼロ化を実現

します。

③ 余剰汚泥のゼロ化＆水質向上
溶出（基質化）したBOD成分は自然菌やKABの餌となり水質が向上します（食物連鎖の最適
化）。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BOD成分が溶出され、同じサイクルが繰り返されます。
結果、KABによって汚泥発生のマスバランスは最適化され余剰汚泥のゼロ化を実現・継続し、
同時に水質が向上します。

② KABによる汚泥の基質化（生分解性物質に改質）
KABが分泌する酵素によりペプチドグリカンが溶け（細胞破砕）、中のBOD成分が水中に溶出
（基質化）します。
※KABの利用にあたっては、基本的に新たな機器や設備を必要とせず、活性汚泥法における曝

気環境において、基質化を効率的に実現します。（事業場の環境に合わせて対応）

① 活性汚泥の発生
活性汚泥は通常ペプチドグリカン(難分解性)で覆われています。これが主な原因で、自然菌に
よる分解が進まず余剰汚泥が発生します。
※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。

ペプチドグリカン
を溶解

ペプチドグリカン
で汚泥分解が
困難・長時間化

(1) 余剰汚泥ゼロ化のメカニズム – 汚泥分解の仕組み/自然菌とKABの共存環境 –

☝ Point. 微生物（自然菌＆KAB）によるBOD成分分解の化学式

①BOD成分である有機化合物(C.H.O.N.P) ※好気条件下
②CH3COOH 有機酸（酢酸）、C6H12O6 糖類（ブドウ糖）糖類に分解
③CO2（炭酸ガス） + H2O(水) + NH3(アンモニア) + PO4(リン酸)まで分解
④CO2(炭酸ガス) + H2O(水) + N2(窒素) + PO4(リン酸)まで分解
※PO4(リン酸)は、リン酸イオンとして水中に溶解。

❖KAB継続添加の必要性
基質化やBOD成分の分解の役割を終えた
KABは自然菌と共に汚泥となる為、基質化
の機能維持、食物連鎖の最適化、汚泥発生
のマスバランスの最適化を維持する為には
新たなKABを継続的に添加することが必須
となります。



(2) 余剰汚泥ゼロ化のメカニズム – 食物連鎖＆代謝と汚泥発生のマスバランス –

活性汚泥微生物の食物連鎖

活性汚泥微生物の代謝

② 汚泥発生のマスバランス

ΔS = a・Lr － b・Sa

ΔS ：汚泥生成量・汚泥の増殖変化量(kg/day)
ａ：除去BODの汚泥への転換率(kg-MLSS/kg-BOD)
Lr：有機物除去量・除去BOD量(kg/day)
ｂ：内生呼吸による汚泥の自己酸化率・自己分解係数(L/day)
Sa：生物反応槽内汚泥量「微生物濃度MLSS×反応槽容積」(kg)

※b･Saを高め、右辺のマイナス項目を極力減らし、ΔSを0に近づ
けることで余剰汚泥ゼロ化が実現します。

汚泥の増減にとって最も重要な因子の一つが、食物連鎖におけ
る微小動物の捕食作用です。
原生動物・輪虫類・円虫類などの微小後生動物、貧毛類などが、
これに関与します。
独自の複合菌技術により多段的な食物連鎖を構築し、余剰汚泥
の発生を抑えることが可能になります。

① 汚泥発生量

ΔX1=ΔX-G+ i･G-j･P

ΔX：BOD除去に伴う汚泥増加量
G：捕食された菌体量(kgd-1)
i：捕食者個体に変換された菌体収率
j：捕食者の自己酸化(分解･死滅)速度定数(d-1)

P：捕食者量(kg)
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☆☆☆ 排水処理オプション ☆☆☆
➤「KAB(凝集性向上菌群)」の活用

(汚泥の凝集性の不足や沈殿槽の沈降が不十分な場合等)
➤「汚泥循環装置」（還流循環）による分解能力の向上

(曝気槽容積が排水量に対し不足している場合等) 等

〇KAB(汚泥分解用)は基本的には曝気槽に添加します。ただし、より確実に効果を出す為、設備稼働状況に合
わせ、臨機応変に必要なKABを適所添加します。代替・追加使用する槽は、適宜協議のうえ決定します。

〇汚泥・汚水分解は、標準活性汚泥法のみならず、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、ほぼ全ての活性汚泥法に対応します。

③ KABの活用イメージ（汚泥分解）

KABは曝気槽で自然菌の活性化、汚泥の基質化、汚泥分解の効率化を図り、沈殿槽の固液分離性・汚泥の沈降
性の向上を図ります。この効果によって『汚泥発生のマスバランス』を調整し、余剰汚泥ゼロ化を実現します。
※ KAB導入初日から余剰汚泥はゼロになります。



(3) 汚泥・汚水分解の効果まとめ

KABは元来その槽に棲む自然菌の働きを促進することに加え、機能強化された複合菌の分解力によって、従来
新たな設備投資を行わなければ困難であった処理能力の向上を実現し、安全かつ安定的な処理を実現します。
また、余剰汚泥のゼロ化または大幅な減量化や、処理水の水質向上による下水放流から河川放流への切り替え
などによって「環境対策」の効果を“見える化”し、同時に「コスト削減」を実現します。
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分類 生物学的手法１ 物理的手法 化学的手法 生物学的手法２

処理例
機能強化細菌法

（複合微生物群処理）

高温・高圧水法
超音波破壊法

剪断粉砕、など

オゾン酸化法
アルカリ溶融法

好熱性細菌法

設備投資 不要 要 要 要

効果
余剰汚泥大幅削減
もしくはゼロが可能

余剰汚泥大幅削減
もしくはゼロが可能

余剰汚泥大幅削減
もしくはゼロが可能

余剰汚泥大幅削減
もしくはゼロが可能

デメリット
曝気槽に直接投入するの
みの手法、環境変化に応
じたコントロールが必要

装置が高価であり、ラン
ニングコストも必要
施設容量の余裕がないと
処理水悪化

装置が高価であり、ラン
ニングコストも必要
中和処理が必要
施設容量の余裕がないと
処理水悪化

装置とランニングコスト
が必要
分解困難な物質が生成さ
れる

費用対効果
（富士通検証）

◎ ー ー ー

ご参考：KABによる機能強化細菌法の特徴と他の活性汚泥法手法との比較

効果１ 余剰汚泥のゼロ化（または大幅な減量化）

効果２ 余剰汚泥（産業廃棄物）処分費用の大幅軽減

■余剰汚泥のゼロ化または大幅な減量化等により以下のコスト削減が見込めます。

実績より①で▲30%～▲60%の効果

※②の下水道使用料を削減した場合、効果はさらに大きくなる可能性が高くなります。

①汚泥処分費(脱水、薬品、凝集、焼却、運搬、動力等に係る全ての費用)

②下水道放流から河川放流への切り替えに伴う下水道使用料

③将来的には炭素税など

効果３ 安定した排水処理の実現
排水量に対する設備のキャパシティ不足、負荷変動などがある場合等にも対応

■安定化の理由

〇KABの分解効率の強弱の調整で設備の課題を一定克服します。

〇排水処理オプションの活用で大規模設備投資無しに設備のキャパシティ不足も一定カバーします。

〇KABが糸状菌、放線菌、硫黄細菌など阻害菌による処理の崩壊から守ります

〇製造物や季節の変化等による負荷変動等にも対応します。

＜負荷変動要因＞

ａ．BOD,COD変動(水質変動) ※従来の約2～3倍までの負荷変動に対応

ｂ．季節変動(温度変化) ※KABは 10℃～60℃ までの温度帯で稼働可能

ｃ．ショックロードの回避

〇殺菌剤の混入等による排水処理能力の低下から守ります。

次亜塩素酸ソーダ、エタノール、過酢酸アルコール など

■安定化の効果

①原水量の増量化

②生産調整の不要化(または負担軽減)、排水処理担当者の負担軽減

③副次的に悪臭も同時消臭(KABには消臭効果がある菌が含まれる場合が多いため)

■苦情対策

工場等の施設の近隣、農協、漁協などからの苦情対策

効果４ 企業の環境対策に関連した取組みに寄与
CSR、SDGs等 環境対策における効果の『見える化』ー 企業PRにも利用可能



トイレの汚物・ペーパー（紙）・汚泥を、微生物の力で水とガスに分解し、汚泥や悪臭の発生を抑制します。
また、分解後の水を水洗トイレの洗浄水として再利用も可能です。

3. 油分解 – 鉱物油、動植物油、高濃度油・原油 –

「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。
油の分子構成により、微生物による分解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、環境汚染の深刻度も高くなります。
更に、油の中には様々な物質が溶け込んでいる事が珍しくありません。そういった油の状況に合せて、分解に有

効な微生物群を設計し、効率的に分解を行います。最終的には水と二酸化炭素にまで分解します。

4. 難分解性物質分解 – PCB/TCB、ダイオキシン、フミン、ジオキサン 等 –

高濃度BOD物質分解 – 特に食品工場系 高濃度BOD物質分解実績多数 –

放射性物質分解

従来生物処理が難しいとされていた、高濃度の廃液や生物阻害性がある廃液に対し、ご依頼に併せて菌のブレン
ド、分解試験、処理設備対応を行っています。

難分解性物質や高濃度BOD物質の様々な物質が対象になります。有機物質であれば分解可否試験から承ります。
KABは、お客さまのご要望にお応えできるよう、それぞれの物質に対応した菌ブレンドを試行錯誤することで絶え
間ない進化を続けています。

排水処理における余剰汚泥ゼロ化に取組む企業様が併せて産業廃棄物ゼロ化に取り組まれ、前処理等を行い産業
廃棄物として廃棄していた物質の分解に挑戦する場合や、そもそも分解困難な物質で困っている場合等にお役立て
いただいております。我々は、企業様のご要望から、常に新たな物質の分解に挑戦しています。

放射性物質の分解に関しては、某地方自治体の集落排水における汚染水の浄化で導入実績があり、汚染石炭の浄
化試験で除染に成功しています。放射性物質の分解に関する具体的なご用命をいただいた場合のみ実績や試験結果
の開示等をさせていただいております。

5. 土壌汚染浄化

様々な化合物で汚染されている土壌汚染現場に併せて、KABをブレンドし、効率よく短期間に低コスト（特別な
機械装置は不要）で無害化します。周辺住民への影響として大きな要因である臭気対策も可能です。
＜対応物質一例＞

― VOC関連
― 鉱物油等の油脂関連
― トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等の有機塩素化合物関連
― その他、土壌中の悪臭の分解（アミン系・硫黄系・アンモニア系） 等

6. 悪臭分解

消臭剤でよく使われている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。
化学物質の中でにおいを持つ物質は約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

とが多いです。
我々は、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調合いたします。
一般家庭用の消臭から土壌汚染現場の消臭まで広く対応しております。
大気汚染(公害）に繋がる臭い物質に関しては全ての物質に対応しています。

7. 生ごみ分解

生ごみを、水＋ガス等（H2＋CO2＋N2 等）に分解します。排水があるオープン型の生ごみ処理機、排水がない
クローズ型の生ごみ処理機等、様々なタイプの機械や生ごみに対応する微生物群を設計します。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。

8. し尿分解・バイオトイレ
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分野 効果 実績例 対象物

汚泥・汚水分解

油分解

高濃度BOD分解

産業廃棄物

余剰汚泥ゼロ化

活性汚泥法排水処理施設や

グリストラップ等で効果を

発揮

鉱物・動植物廃油ゼロ化

原油や石炭スラッジでも

効果を発揮

Ｉ社（石油卸・精製・販売） 石油類ー精製排水、原油スラッジ

Ａ社（石油卸） 原油スラッジ

Ｇ社（食品） 乳製品製造排水ー汚泥

Ｈ社（化学） 化成品・植物油脂製造排水ー汚泥

Ｋ社（製薬） 医薬原薬・中間体製造排水ー汚泥

Ｋ社（パルプ・製紙：中国） 再生紙製造排水ー汚泥

Ｎ社（農産品加工、飲料） 農産品加工・製造、飲料製造ー汚泥

南海果工（食品加工） 柑橘系飲料・珈琲製造排水ー汚泥

プラム食品（食品加工） 梅飲料・加工品・酒類の製造排水ー汚泥

徳永食品（食品加工） 食肉製品及び惣菜加工品製造排水ー汚泥

カクイ（綿加工） 綿製品製造排水ー汚泥

Ｈ社（飲食チェーン） 食品製造排水ー汚泥・廃油（グリストラップ）

Ｈ社（畜産食肉加工） 食肉加工排水ー汚泥・廃油（グリストラップ）

Ｓ社（精密機器） 鉱物油排水・廃油

ＪＦＥ物流（運輸） 鉱物油洗浄排水・廃油

ＳＯＮＹ（コングロマリット） 厨房除害処理施設排水・廃油

厚木ダイヤビル（複合商業ビル） 厨房除害処理施設排水・廃油

ＡＭＡＤＡ（宿泊施設付迎賓館） 厨房除害処理施設排水・廃油

日産自動車（自動車） 生ごみ処理機油分含有廃液

富士通（電気・電子機器） 工場内生活排水ー汚泥

伊勢原市（小中学校） 学校内生活排水ー汚泥

長野県 高山村 第５処理場 農業集落排水ー汚泥

長野県 須坂市 高甫クリーンセンター 集落排水ー汚泥

大山阿夫利神社（寺院） 浄化槽

難分解性物質分解

PCB分解 Ｔ社（電力） PCB分解

TCB分解 Ｔ社（電気・電子機器製造） TCB分解

ジオキサン分解 Ｔ社（精密機器製造） ジオキサン分解

高濃度アルコール製剤排水分解 Ｇ社（アルコール製剤製造） 高濃度アルコール分解

高濃度シュガーエステル廃油分解 Ｄ社（製薬） 高濃度シュガーエステル分解

悪臭分解
工業消臭

Ｎ社（産資資材） 工業排気

Ｓ社（電気機器） 工場ダクト（臭化ブチル等）

一般消臭 神奈川県 3市 小中学校 トイレ、部活用具、尿石分解

生ごみ分解 産業廃棄物 生ごみゼロ Ａ社（精密機器） 生ごみ

土壌汚染浄化 土壌汚染と悪臭の浄化

馬淵建設

Ｋ区半導体工場跡地
鉱物油、揮発性有機化合物、アセドアルデヒド

等による土壌汚染浄化および臭気対策

Ｙ駅前ビル用建設用地
鉱物油による土壌汚染浄化およびそれに伴う刺

激臭対策

某銀行保養所跡地 アンモニア等による土壌・地下水汚染浄化

某軍事工場跡地
鉱物油およびヘキサニトロジフェニルアミンに

よる地下水汚染浄化および刺激臭対策

し尿分解

バイオトイレ
産業廃棄物 排泄物ゼロ

大山阿夫利神社（寺院） バイオトイレ

山道（山梨県、神奈川県） バイオトイレ

上記の他、石油精製・販売、食品加工製造、製紙・パルプ、化学、電気・電子製造、精密機器製造、製薬、電力、商業ビル、ホテル、牧畜業
施設、海外下水処理など多業種において大手・中堅企業を中心に導入実績多数

9. KAB導入事例（一部）※本パンフレット掲載の実績は当社の他、株式会社片岡バイオ研究所の実績を含みます。
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「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)

１．商品内容のご説明

２．目的物に関するヒアリング ・分解・浄化目的物に関するご確認
適合試験（有料）ご案内 ・処理設備・設備に関するご確認

・関連資料のご提出（設備・施設の概要図、濃度計量証明書）
・適合試験用サンプル採取

３．適合試験（有料） ・目的物に対する有用性の確認試験
・試験内容：ラボテスト(結果は第三者分析機関で証明書取得)
・試験料：要相談

４．試験結果ご報告＆ご導入提案 ・試験結果のご報告および導入のご提案(有用性が確認できた場合)
・KABの種類、使用量、使用方法、価格等のご提示

５．ご導入決定 ・必要に応じて契約書等の取り交わし
・導入スケジュール調整

６．導入開始（調整期間2ヶ月） ・ご導入後、調整期間2ヶ月(一般的な曝気槽での使用の場合）

－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』

10. 学会発表、論文、社内報等での実績発表等

※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」

11. 導入手順
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Q1 KABの使用可否はどのように判断するのですか？

A1 KABの使用可否判断は、適合試験(有料）で行います。
汚泥分解を例に挙げますと、第一に、活性汚泥処理を行っているか、第二に曝気槽の滞留時間が1日～2日以上あるかで
す。
この２つの条件に合致する場合は使用可能になる可能性が極めて高くなります。
２つの条件に合致しない場合は、分解対象物に関する詳細情報、処理施設の状況や製造物の変化などによる負荷変動の
状況など詳細をヒアリングさせていただき、適合試験の結果を踏まえて使用可否判断を行わせていただいております。
なお、適合試験の結果、使用不可の場合は試験結果のご報告のみ行い、導入のご提案を見送らせていただいております。
また、適合試験は2019年10月より有料になっております。試験に関しましては、当方ラボでサンプル排水の状態を確認
し、数種類のKABを組成し分解実験を行います。分解を行った数種類の検体に関して第三の分析機関による計量証明を
取り付け、最も効果の高いKABを採用します。全てのKABで効果が確認できなかった場合は、適合試験不合格となり導
入を見送ります。適合試験に関しては、試験ならびに証明取得にかかる費用、その他諸経費等を含めた料金を設定させ
ていただいております。何卒ご理解賜りたくよろしくお願い申し上げます。

Q2 導入コストの目安は？

A2 業種や目的物によって菌のブレンドや使用量が異なるため、導入コストに関しましては、適合試験を踏まえた導入のご
提案時にご提示させていただいております。弊社は、KABのご導入により環境対策のみならず、経済的な効果につきま
してもお客様にご提供させていただいております。

Q3 KABの導入にあたって新たな設備の導入は必要ですか？また、導入後、施設の運転方法は変わりますか？

A3 新たな設備の導入は必要ありません。またKABの添加作業が加わる他は、運転方法も原則変わりません。
KABは主に曝気槽に添加しますが、基本的には手動で添加します。お客様のご判断で自動注入器をご使用いただいてい
る場合もございます。
KABを曝気槽でご使用いただいた場合、KAB添加後２ヶ月間を目途にMLSS濃度が1.3倍から2倍に上がります。多くの
場合、3ヶ月目以降は一定のMLSS濃度で落ち着いてまいります。

Q4 KABは排水処理設備や人にとって有害な物質は含まれていませんか？

A4 含んでおりません。
KABで使用する菌は自然菌のみを使用し、独自の馴養を経て機能強化した菌を独自の複合菌技術によって分解・浄化機
能を高度化しています。設備や人に対し有害な物質は含んでおりません。
また、国内の３機関４つの試験において安全性を確認済みです。

Q5 KABはどのような汚泥でも分解できますか？

A5 有機汚泥であれば基本的に分解可能です。
現在、活性汚泥法による排水処理を行い汚泥を分解している場合は、KABによってより効率的に分解効果を上げること
で、極めて高い確率で余剰汚泥のゼロ化を図ることが可能になります。

Q6 工場などで浄化・分解の目的物が年間を通じて性状変化する場合、同一のKABで対応可能ですか？

A6 対応可能です。場合によっては季節ごとに異なるKABを使用する場合もございます。
目的物の性状変化が事前に判明している場合は、変化の内容をヒアリングさせていただき、適合試験を経て判断させて
いただいております。大幅な性状変化が生じる場合は、使用するKABにアレンジを加え対応させていただいている場合
はございます。

Q7 KABを構成する微生物自体が汚泥化し、排水の水質を悪化させることはないですか？

A7 KABを構成する菌は働きを終えた後、死滅し原生動物に捕食されます。更に後に添加されるKABによって分解されるた
め、KABの添加によって水質を悪化させることはありません。

Q8 KAB使用開始後、提案どおりの効果が得られなかった場合の対応は？

A8 KABを実際に処理施設に添加した後、2か月間は調整期間になります。調整期間中は処理が不安定になるため安定化に
向け調整を行ってまいります。この間、汚泥の引き抜き等が生じた場合は、お客様負担で余剰汚泥の引き抜きを行って
いただきます。調整期間を経て、安定化後に、KABを原因として効果が得られない状況が生じた場合は、一時的にKAB
導入前と同じ方法で処理を行っていただきます。この際にかかる費用につきましては導入時の協議事項とさせていただ
いております。
なお、調整期間後にKABを原因として効果が得られなくなったケースは今までございません。
効果が得られない場合は適合試験で判明する為、この場合は当社は導入のご提案を見送らせていただいております。
また、適合試験で導入可能と判断され組成されたKABを使用した際、導入決定から導入時までの間に目的物に変化が生
じた場合は、KABが想定通りに機能しないことが想定されますが、契約が継続する限りにおいて、現状の目的物に適合
するKABに組成を変更し、対応してまいります。この場合の費用の変更は別途協議とさせていただいております。

12. Q&A
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＜ お問合せ ＞

KABの商品内容に関するご照会、導入事例のご照会、具体的な対象物に関するご照会等のお問い合わせ
(本パンフレットに掲載の無い有機物質の分解に関するお問合せを含みます)
メールもしくは弊社ホームページの「お問合せ」よりお願いいたします。

➤メールアドレス：Info＠japan-four-seasons.com

➤ホームページ：https://www.jfs-trading.com



❖ 事業内容

KAB（Kataoka Aggregate Bacteria）を活用した環境対策を展開しています。

環境コンサルティング、環境浄化（バイオ・プラント）エンジニアリングを通じて、排水処理をはじめとする有機系産業
廃棄物のゼロ化・削減に取り組んでおります。

機能強化複合微生物群製剤であるKABを技術の柱として、バイオ活用法や排水処理プラントの有効利用法、処理の活性化策
について、情報をご提供し、必要に応じて施設や設備の新設・増設・改設等の技術提供も行っております。

当社は、バイオ・プラントの専門企業との提携によりJFS Teamを形成し、より専門性の高いサービスをご提供しています。
ゼロ・エミッション・ソリューションカンパニーとして、クライアントの皆様と長期的に良好な関係を構築し、信用を積み
重ね、信頼関係を育てていくことが最も重要であると考え取り組んでおります。

❖ 環境コンサルティング

JFSは、有機系産業廃棄物を“排出させない”＜ゼロ・エミッション＞に挑戦しています。

高度なバイオレメディエーション技術によって、工場で生じる余剰汚泥のゼロ化や廃油の分解、高濃度BOD廃液の分解に加
え、難分解性物質の分解、放射性物質の壊変実証にも取り組んでいます。

KABを有機系産業廃棄物ゼロ化の柱におき、既存設備での廃棄物ゼロ化のための対策を講じてまいります。
また、プラント対策が必要な場合には、管理方法や運転方法、費用対効果などの観点からクライアントに最適な設備のご提
案を行います。各種槽の新（増）設から既存設備の改修まで対応し、新規プラントのトータルコディネートにも対応します。

当社は、ソフト・ハードの両面から企業の環境対策をご支援し、有機系産業廃棄物のゼロ化を実現します。

～ 当社の環境対策ポリシー～

企業活動トータルサポート～製造から排水処理まで～
『対策効果の見える化』＆『コスト削減』

「人に優しく、企業に有益（費用対効果の最大化）であること」に最大の価値感を置き、持続可能な社会の実現に向けた企
業の環境対策・技術改善策が、社会・企業にとって実り多いものになるよう、有益な課題解決策をご提案してまいります。

❖ バイオ・プラントエンジニアリング

▶ バイオエンジニアリング

■KAB / 片岡複合菌

KABは、バイオレメディエーション技術として使用する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を軸に、片岡バイオ研究所が自然環境から複数の細菌・古
細菌および菌類を採取し、独自の馴養で機能強化した特定微生物を、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を活用した独自の複合菌技術によって組成しています。
複合菌の多機能性は各大学や研究機関で立証されています。各種論文も発表されています。
しかし、活用の可能性は未知数であり、片岡バイオ研究所ならびに当社も複合菌の可能性を徹底的に追求し、新たな分
野での活用に挑戦し続けています。KABは絶え間なく進化し続けていると言っても過言ではありません。
KABが先進のバイオレメディエーションを実現し、有機系産業廃棄物に対する環境課題（産業廃棄物の削減・ゼロ化）
を解決に導きます。

～ 現在のKAB ACTIVE FIELD / 活躍分野～

✔ 排水処理における活性汚泥法で生じる余剰汚泥のゼロ化（または大幅な減量化）
✔ 急激な水質変化（負荷変動）に対応した排水処理の安定化、ショックロード回避
✔ 汚水・汚染水の浄化
✔ 鉱物油・動植物油、油脂の分解
✔ 高濃度BOD排水、廃酸・廃アルカリの分解（アルコール、シュガーエステル、ペクチン等）
✔ 難分解性物質分解（PCB・TCB・ダイオキシン・ジオキサン・フミン等）
✔ 土壌汚染の浄化
✔ 悪臭の無臭化（悪臭防止法に基づく悪臭物質等に対応）
✔ 生ごみ等の有機残渣の分解 等

13. JFS事業の概要
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▶ プラントエンジニアリング

■K-J ES Zero System / KAB-JFS 余剰汚泥ゼロ化排水処理システム（オーダーメイド型）

設置例）

13. JFS事業の概要
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株式会社ジャパンフォーシーズンズ
本 社：〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷2-11-7
大阪営業所：〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-3-9 グランプリ第11ビル5F 株式会社ブリックス内

✉：info@japan-four-seasons.com

プラントは、各クライアントの施設や設備の状況を踏まえて、必要に応じて新（増）設、改修のご提案を行います。
KABは、基本的には既存設備で使用します。また、活性汚泥法の全ての処理法に対応します。

新（増）設や改修を行う場合は、クライアントの今後の製造計画や施設・設備の中長期計画等にも照らし、環境対策
の目的を達成し、かつ費用対効果の最適化を可能にするプランニングをさせていただいております。


