
＜KAB種類＞
①汚泥分解用
②鉱物油分解用
③油脂分解用
④高濃度BOD分解用
⑤COD分解用
⑥繊維分解用
⑦アミン分解用
⑧PCB/TCB分解用
⑨悪臭分解用
⑩生ごみ分解用

公共団体
工場跡地

道路建設地
商業ビル建設地

微生物の可能性を徹底的に追求し

バイオレメディエーションを活用した環境浄化エンジニアリング

Made in Japan

機能強化微生物コンソーシア「KAB」は、既存自然菌と相互に助け合う共存環境を構築します。まず第一に、既
存自然菌の働きをサポートし分解力を向上させ、第二に、自らの高い分解力によって分解効果を最大限に引き上
げます。余剰汚泥ゼロ化においてはKABの分解力を調整することで「汚泥発生と分解の収支均衡」を図り余剰汚
泥ゼロ化を実現します。

KAB浄化反応促進剤（KAB）とは

KABアクティブフィールド

単一微生物では実際の浄化には限界があります。
KABは、それぞれの目的物にあわせ、片岡菌で機能強化微生物コンソーシアを生成し、生態系や
人への健康に悪影響を及ぼすことなく、汚泥や廃油、難分解性物質、し尿、生ごみ等の分解や、
悪臭分解、土壌汚染の浄化など様々な目的物の分解、環境汚染の浄化を実現します。

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（遺伝子組み換え生物
等は含みません）を独自に馴養し機能強化した片岡菌を使用し、複合菌技術によって混在させた
複合微生物（コンソーシア）です。機能強化微生物コンソーシアが様々な浄化を実現します。

KAB（汚泥分解用）イメージ図

複合菌技術

石油卸・精製・販売業
食品・飲料製造業、飲食業
ホテル、コングロマリット、商業ビル
製薬業
製紙・パルプ業
電気・電子製造業
精密機器製造業
地方公共団体

電気・電子製造業
電力業

化学品製造業

石油卸・精製・販売業
食品・飲料製造業
飲食業
運送業
精密機器製造

各種工場
牧畜業
地方公共団体、小中学校

山道、寺院

食品・飲料製造業
飲食業、コングロマリット
ホテル、商業ビル
福祉施設、寺院

汚泥・汚水
分解

鉱物・動植物
油 分解

悪臭
分解

生ごみ・残渣
畜産糞 分解

し尿 分解
バイオトイレ

土壌汚染
浄化

難分解性物質
分解

KABは事業分野を問わず
様々なフィールドの分解・浄化に対応します
※図は導入実績のある事業分野

KAB浄化反応促進剤



KAB活用の主な効果

KABは、活性汚泥法や生物処理における基本的な分解能力を向上させる他、従来処理を混乱させ
ていた要因を克服し、安全かつ安定的な処理を実現します。
余剰汚泥のゼロ化等によるコスト削減と安定的な処理の実現を両立し、さらにお客様の環境対策
への取組みに寄与することによってお客様から大変ご好評いただいております。
またKABは、複合化のアレンジによってお客様の個別の問題に柔軟に対応することが可能です。
是非貴社の課題をお気軽にご相談ください。
ここでは、特にお客様にご好評いただいておりますKABの効果についてご紹介いたします。

効果１ 余剰汚泥がゼロになります

独自の機能強化微生物コンソーシアKABは、新たな設備の導入を必要とせず、既存の自然菌
と相互に助け合う共存環境を構築します。
KABは既存の自然菌を助け、汚泥分解力を向上させ、汚泥収支の均衡を図り、お客様毎の活
性汚泥法や生物処理の最適化を図ることによって余剰汚泥ゼロを実現します。

効果２ 糸状菌、放線菌、硫黄細菌など阻害菌による
活性汚泥法・生物処理の崩壊から守ります

KABには、糸状菌、放線菌、硫黄細菌などの阻害菌をも分解する分解力があり、処理
の混乱や崩壊から守り、活性汚泥法や生物処理を安定して稼働させます。

効果３ 急激な負荷変動や製造物変化による大きな負荷変動幅による
処理の混乱から守ります

①BOD,COD変動（水質変動）
KABによる微生物処理環境の構築で、従来の約３倍程度まで対応可能になります。季節
や時期による生産物の変化による変動にも対応します。

②温度変化（季節変動）
KABは０℃～６０℃まで稼働可能です。

③ショックロード
KAB導入により曝気槽内の活性汚泥は従来よりも活発に稼働します。
この効果により大型連休明け再開時などにショックロードを起こすことなく処理を再開
できます。

効果５ あらゆる悪臭対策が可能です

悪臭対策は、汚泥対策・油脂対策と併せてKABが最も自信のある分野です。
会社、工場、畜産施設、ホテル、学校、公共施設等あらゆる施設で活用いただくことが可能
です。工場の悪臭から、学校のトイレまで幅広くご利用いただいております。

効果６ 生ごみ・残渣の自社分解処理を
「残さず・早く・臭わせず」に確実に実現します

KABの分解可能な領域は極めて広く、短時間で、確実に分解を行います。
・生ごみや残渣は、KABの分解により炭酸ガスと水になります。
・分解処理のスピードは11時間から24時間と非常に速いです。
・いやな悪臭を発生させません。
※本処理はごみ処理機を使用する為、所有されていない場合は購入いただく必要がございます。

効果４ 殺菌剤の混入による排水処理能力の低下から守ります

食品製造などにおいて製造物の安全が求められ使用する次亜塩素酸ソーダ、エタノール、過
酢酸アルコールなどの殺菌剤などによる排水処理能力の低下から守ります。



KABの効果がもたらす間接効果

KABの導入によって、廃棄物処理や悪臭対策の直接的な効果にくわえ、コスト削減などの経済的
な効果や、その他多くの間接的な効果が期待できます。
これは、廃棄物処理に掛かる費用の削減や生産調整の不要化、工場などの近隣住民に対する思い
やり効果となり、企業の環境対策PR効果や企業体質の強化に直結します。
ここでは、多くのお客様に実感いただいている間接効果についてご紹介いたします。

効果３ 生産調整の負担が軽減もしくは不要になります
また、共同排水施設利用等に伴うペナルティーを科される心配
も無くなります

余剰汚泥の発生や阻害菌の発生によって放流水が計画通り放出できず、生産に悪影響を及ぼ
すケースは多々あります。
KABの導入によって生産調整の負担が大幅に軽減され、もしくは不要となり、お客様の生産
力向上につながります。
さらに、工業団地等で共同排水施設を利用している場合、一時的な放流水質の悪化によって
ペナルティーを科される場合がありますが、KABの導入による安定稼働によって、急激な水
質の悪化は抑制され、ペナルティーを科される心配も大幅に軽減もしくはなくなります。

効果１ 産業廃棄物処理費用が軽減します

KABの導入によって余剰汚泥が発生しなくなり、汚泥の分離・乾燥などにかかる設備費用、
処分費、運搬費、焼却費などが軽減または無くなります。また、関係する設備で必要として
いた動力費、化学薬品費等も軽減または無くなります。
更に、生ごみや残渣などを自社処理で完結させることで、残渣処分費用、運搬費用等が軽減
または無くなり、大幅なコスト削減を実現します。

効果４ 工場等の施設の近隣からの苦情がなくなります

放流水の水質悪化や悪臭などによる近隣からの苦情が無くなり、これらの対応負担がなくな
り、企業イメージの向上につながります。

効果２ ゼロ・エミッションの実現、
コーポレート・サスティナビリティ―の取組みに
大きく寄与します

KABの導入は、余剰汚泥ゼロ化、生ごみや残渣の排出ゼロ化、悪臭の無臭化もしくは大幅な
軽減によるゼロ・エミッションを実現し、企業環境対策PRを可能にするとともに、コーポレ
ート・サスティナビリティ―の取組みに大きく寄与します。
当社はお客様のゼロ・エミッションに向けたお取組みに寄り添い、真摯に着実に実現に向け
てご協力させていただいております。
貴社の全ての工場から廃棄物や悪臭等が無くなる効果をどうぞご期待いただき、実感してく
ださい。

KAB導入効果

環境対策効果 ： 有機産業廃棄物（余剰汚泥、生ごみ、残渣等）ゼロ化、悪臭の無臭化による
ゼロ・エミッションの実現
※KABは無機廃棄物には対応できないため、無機廃棄物を排出される場合は別途対応が必要です。

経済的効果 ： 有機産業廃棄物に掛かる総合的な費用の削減

企業ＰＲ効果 ： セロ・エミッションの実現、コーポレート・サスティナビリティへの取組み
に対する貢献



KAB導入効果と導入事例

工場や各施設から排出される排水や汚染物質などのさまざまな産業廃棄物に対応し、投入エネル
ギーや浄化費用を抑え、産業廃棄物の排出量の抑制を可能にすることによって、ゼロ・エミッ
ションに貢献します。

※片岡バイオ研究所が片岡菌を提供しているお客様（公表許可分のみ）をご紹介いたします。社名表示が許可されている会社のみ実名にて表示しています。敬称略

フィールド 効果 実績例 対象物

汚泥・汚水・廃油
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） 石油類の精製排水、原油スラッジ

Ａ社（石油卸） 原油スラッジ

Ｈ社（化学） 化成品・植物油脂製造排水・汚泥

Ｋ社（製薬） 医薬原薬・中間体製造排水・汚泥

Ｋ社（パルプ・製紙：中国） 再生紙製造排水・汚泥

南海果工（食品加工） 柑橘系飲料・珈琲製造排水・汚泥

プラム食品（食品加工） 梅飲料・加工品・酒類の製造排水・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・汚泥

カクイ（綿加工） 綿製品製造排水・汚泥

Ｈ社（飲食チェーン） 食品製造排水・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・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・汚泥

伊勢原市（小中学校） 学校内生活排水・汚泥

長野県 高山村 第５処理場 農業集落排水・汚泥

長野県 須坂市 高甫クリーンセンター 集落排水・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

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 伊勢原市 小中学校14校

神奈川県 小田原市 小中学校17校

神奈川県 綾瀬市 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



片岡菌の学会発表とお客様のお取組み

KABを構成する片岡菌は多くのお客様にご利用いただき、その効果は実証されています。
学会発表論文の他、代表的なお客様の実績公表事例をご紹介いたします。

「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)

ご導入までの流れ

※上記の他にも、工場からの余剰汚泥ゼロ化や焼酎粕の微生物分解など、環境対策取組みの一環として新聞や各社ＨＰなどで実績をご
紹介いただいています。

１．ご提案 ・KABのご案内

２．システム調査票のご記入 ・分解・浄化目的物に関するご確認
・排水等の処理設備に関するご確認
・関連資料のご提出（排水処理施設の概要図）

３．適合試験（有料） ・目的物に対するKABの有効性確認
試験料：最低試験料50,000円（税別）～
※第3者機関による計量証明書の発行を含む

４．試験結果ご報告＆ご導入提案 ・KABによる目的物の分解・浄化可否の試験結果ご報告
・使用するKABの種類、使用量や費用のご提示

５．ご導入決定 ・お客様の社内稟議等を経て、必要な契約等の取り交わし
・導入スケジュール調整

６．投入開始（調整期間） ・ご導入後2か月間は調整期間になります。(一般的な曝気槽での使用の場合）

７．安定稼働へ



Q&A

KABのご導入にあたってお客様から頂く主なご質問をご紹介いたします。

お問合せ

販売元

製造元

株式会社ジャパンフォーシーズンズ
埼玉県越谷市東越谷２－１１－７
info@japan-four-seasons.com

株式会社片岡バイオ研究所
神奈川県伊勢原市高森台３－１１－１

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、施設の運転管理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ほかは、運転管理方法も変わりません。
KAB導入にあたって新たな設備の導入は必要ありません。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導入後の施設の運転管理は基本的には変更はありません。曝気槽でご使用いただいた場合、KAB添加後２ヶ月を目途に
MLSS濃度が1.2倍から2倍に上がります。3ヶ月目以降は一定のMLSS濃度で落ち着きますが、その際、曝気槽の固液分離性、
沈殿槽の界面確認、返送汚泥の返送量の調整が必要になります。

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。
現状活性汚泥処理もしくは生物処理を行い汚泥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、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。KAB導入のご提案前に実施する適合試験で汚泥減量率は算出可能で
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。従いまして、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３機関４試験において安全性が確認されています。

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
にご提供したいと考えております。

Q1 KABの使用可否はどのように判断するのですか？

A1 目的物の分解・浄化にKABが使用可能か否かの判断は、導入のご提案前の適合試験で判断します。
汚泥分解を例に挙げますと、第一に、活性汚泥処理または生物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でも、使用いただいているケースは多数ございます。一度ご確認ください。
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。

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、KABの複合化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。

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、事前の合意内容に基づき施設運営を行ったにもかかわらず、提案通りの効果が得られなかっ
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、適合試験を経てご導入いただいたお客様で提案通りの効果が得られなかったケースは
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。

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のでしょうか？

A7 KABを構成する片岡菌は効率的に分解・浄化を行い、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。
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