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多孔質ろ材の洗浄がアンモニア酸化活性と

アンモニア酸化微生物に及ぼす影響

今井正1,* . 坂見知子2・高志利宣3 • 森田哲男1. 今井智1. 山本義久4 • 岡 雅一5

Effect of washing porous filter materials on ammonia oxidation activity 

and ammonia oxidizing microorganisms 

Tadashi IMAI1'*, Tomoko SAKAMr2, Toshinori TAKAsHI3 

Tetsuo MORITA¥ Satoshi IMAI¥ Yoshihisa YAMAMOT04 and Masakazu 0KA5 

Abstract: We examined the effects of washing filter materials on the ammonia oxidation activity 

and ammonia oxidizing microorganisms. The experiment used porous filter materials, which 

enables attachment of nitrifying microorganisms, in the artificial seawater. Washing to remove 

detrital materials clogging the surface of filter materials resulted in an over two-fold increase in 

the ammonia oxidation activity. The ammonia oxidation activity of filter materials washed with 

artificial seawater decreased to 92% of the level before the washing. The relative abundance 

of an ammonia-oxidizing archaea and bacteria in the filter materials decreased to 94% and 86%, 

respectively. Washed water had an ammonia oxidation activity accounting for 15% of the total. 

Both ammonia oxidizing microorganisms were detected in the washed water originating from the 

flow out by washing the filter materials. Washing filter materials using water 10℃ different from 

the bioreactor operating・condition led to an ammonia oxidation activity decrease of less than 

10%. The ammonia oxidation activity of the filter materials washed with freshwater decreased by 

approximately 25%, and immersion in tap water declined by 91 %. To maintain optimal efficiency 

of the ammonia oxidation activity, the water used in washing should conform with the bioreactor 

operating conditions. 
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循環式飼育における生物ろ過槽の役割は，ろ材に付

着した硝化微生物によって有毒なアンモニアを無毒な

硝酸に変換する硝化作用である。浸漬ろ床方式の生物

ろ過槽では，飼育水中の懸濁物を物理ろ過装置で十分

に除去できない場合，生物ろ過槽が物理ろ過の役割を

兼任する。生物ろ過槽において，懸濁物の除去量が多

くなるとろ材が目詰まりし閉塞する。この状態になっ

た場合，処理水が生物ろ過槽からオーバーフローした

り生物ろ過槽における硝化が十分に行われなくなった

りする恐れがあることから，ろ材の洗浄が必要となる

（佐藤・増本 2004)。

ろ材の洗浄を行うと硝化活性が低下することが報

告されている（河合ら 1965;原田 1991)。硝化活性

の低下は硝化細苗のろ材からの流失や比活性の低

下が考えられるが，それを確かめた研究は見当た

らない。アンモニアを亜硝酸に変換するアンモニ

ア酸化に係わる微生物には，アンモニア酸化細菌

(Ammonia-oxidizing bacteria, AOB) とアンモニア酸

化古細菌 (Ammonia-oxidizingarchaea, AOA) の 2

系統が存在し，前者は後者に比べてアンモニアが高濃

度な環境下においてその酸化に関わっていると考えら

れている (Martens-Habbenaet al. 2009)。我々の研究

対象としている海水循環飼育ろ過槽用の多孔質ろ材で

も両系統の硝化微生物が確認され（今井ら 2016), 両

微生物群でアンモニア枯渇に対する反応等に違いが見

られている（今井ら 2018)。グラニュール汚泥では粒

子の内部に AOAが，表面に AOBが分布することが

知られており (Sekiguchiet al. 1999), 多孔質のろ材

でもろ材内部には AOAが，外側には AOBが主に分

布することが推測される。そのため，洗浄操作がろ材

の硝化活性に及ぼす影響を明らかにするためには，両

微生物群への影響の違いについても知る必要がある。

さらに，硝化活性は水温や塩分の影響を強く受けるこ

とから（河合ら 1965), 洗浄操作時の温度や塩分の変

化が，生物ろ過槽の稼働再開時の硝化活性に及ぼす影

響についても明らかにしておく必要がある。

本研究では，生物ろ過槽における硝化への影響の少

ない洗浄条件を明らかにするために，多孔質ろ材にお

いて，洗浄操作がアンモニア酸化活性とアンモニア酸

化微生物に及ぼす影響を調べた。

材料および方法

ろ材の熟成とアンモニア酸化能力の測定

試験用ろ材には塩素殺菌済みの親水性セラミックス

(FB-4, フィルテック株式会社）を用いた。熟成は前

報（今井ら 2016) と同様に行った。すなわち，塩分

を約32psuに調整した人工海水中（テトラマリンソ

ルトプロ，テトラジャパン）で，毎週塩化アンモニウ

ムを約 5mg-N/lになるように添加し，通気しながら

気温に影響される自然水温で行った。塩化アンモニウ

ムを添加した 3日後に三態窒素を測定し，アンモニア

態と亜硝酸態の窒素がほとんど検出されず，無機態窒

素の大部分が硝酸態であった場合をろ材が熟成状態に

あると判断した。熟成状態になったろ材は実験に使用

するまで，毎週塩化アンモニウムを10mg-N/lになる

ように添加して水温25℃で管理した。

熟成ろ材のアンモニア酸化能力の測定は今井ら

(2016) に従った。底面に穴を17箇所空けたポリプロ

ピレン製500mlビーカー（ポリビーカー）に熟成ろ

材を湿重量で350g入れた。これを 2lガラスビーカー

に収容して，塩化アンモニウムを約10mg-N/lの濃度

で添加した塩分31.4-32.7 psu, pH 7.81 -8.15の人

工海水（テトラマリンソルトプロ，テトラジャパン）

を1.8l入れた。ガラスビーカーを25℃の恒温水槽に

静置し，ポリビーカー底面からエアーストーンで通気

した。

試水のアンモニア態窒素濃度はサリチル酸法で吸光

光度計 (DR5000,Hach) を用いて DR5000分析手順

マニュアル（東亜デイーケーケー株式会社 2006) に

従って測定した。 2時間毎に採水を行い，アンモニア

態窒素濃度の変化から回帰直線式を算出し，アンモ

ニア態窒素濃度の減少速度 (mg-N/l/h) をアンモニ

ア酸化能力とした。塩分および pHはそれぞれ塩分計

(Model 30, ワイエスアイ・ナノテック株式会社）と

pHメーター (D-51,HORIBA) を用いて測定した。

洗浄が熟成ろ材のアンモニア酸化能力に及ぼす影響

ポリビーカーに入れた熟成ろ材を 4組用意し， 3組

をアンモニア酸化能力の測定， 1組をアンモニア酸化

微生物の分析に用いた。アンモニア酸化能力の測定で

は水温25℃で洗浄前のアンモニア酸化能力を測定後，

直ちにろ材を取り出して ll塩ビ製サンプル瓶に入

れ， 25℃の人工海水600mlを加えて 3分間，上下反

転させながら洗浄を行った。洗浄したろ材をポリビー

カーに戻し，ろ材を25℃の人工海水600mlで2回す

すいだ。洗浄したろ材は上述したようにアンモニア酸

化能力の測定を再度行った。洗浄とすすぎに用いた水

（計1.8l) は， 2lガラスピーカーに入れてまとめ，塩

化アンモニウムを2.5mg-N/lの濃度となるように添

加して，アンモニア酸化能力を同様に測定した。

洗浄が閉塞ろ材のアンモニア酸化能力に及ぼす影響

熟成ろ材350gを入れたポリビーカー 4組を， ト

ラフグ Takifugurubripes親魚を飼育している循環式

40kl水槽の生物ろ過槽に組み込んだ。 35日後にろ材
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が閉塞したことを確認して，生物ろ過槽からポリビー

カーを取り 出 した (Fig.1)。ポリビーカー 3組につ

いては上述と同様に，ろ材の洗浄と洗浄前後のアンモ

ニア酸化能力の測定を行った。1組はアンモニア酸化

微生物の分析に用いた。なお，この実験ではアンモニ

ア酸化能力の測定の際，ポリビーカー底面から通気す

るとろ材から付着物が剥離する恐れがあったので，通

気をポリビーカーの外側で行った。

洗浄がろ材中の AOAおよび AOBの現存量に及ぽす

里ク盤
示ノ亘

アンモニア酸化微生物の分析については，ポ リビー

カーに入れた洗浄前の熟成ろ材から一部を滅菌プラス

チックの50ml遠沈管に採取した。アンモニア酸化能

力測定と 同じ洗浄を行った後のろ材 も一部を遠沈管に

採取した。洗浄水およびすすぎ水はそれぞれ 1lガラ

Fig. 1. (A) Blocked porous filter materials (ceramics). 

(B) Washed filter materials. 

スビーカーに入れ，よく撹拌した後， 60mlをガラス

繊維ろ紙 (GF/F,Whatman)とセルロース混合エス

テルろ紙 (0.22μmGSWP, Merck Millipore Ltd.)で

順にろ過した。それぞれのろ紙は遠沈管に入れて，ろ

材と共に DNA抽出まで―80℃で冷凍保存した。閉塞

ろ材についても上記と同様に試料を採取した。

DNAの抽出はろ材では10gをすり鉢でつぶして

0.5 gを採取し，ろ紙はハサミで細かく裁断して市販

キッ ト (FastDNA SPIN Kit for Soil, MP Biomedicals 

LLC)を用いて行った。AOBおよびAOAの ammonia

monooxygenase alpha subunit 遺伝子 (amoA) の

定量 PCRについては今井ら (2016) に従 った。

AOBは amoAlFとamoA2Rのプラ イマーセッ ト

(Rotthauwe et al. 1997), AOAはamoA19FlとamoA

247Ryl (Yasuda et al. 2013)のプライマーセッ トを用

い，増幅酵素は SYBRPremix Ex Taq II (11i RNaseH 

Plus, タカラバイオ株式会社）を用いた。StepOne

Real-Time PCR System (Applied Biosystems)を用い

て2回の繰り返し測定を行った。測定誤差はろ材試

料で 1-10%,フィ ルター試料で12-20%であった。

得られた遺伝子コピー数は DNA抽出効率を100%と

仮定して， lgあたりの量に換算した。

洗浄水の温度が熟成ろ材のアンモニア酸化能力に及ぼ

す影響

水温25℃でアンモニア酸化能力を測定した熟成ろ材

に対して上述と同様の洗浄操作を行った。その際，洗

浄に用いた人工海水の水温を15, 25, 35℃の3条件と

し，それぞれ 3本立てで洗浄操作を行った。洗浄した

ろ材は上述したように25℃でアンモニア酸化能力を再

度測定した。洗浄水とすすぎ水は 2lビーカーにまと

めて25℃の恒温水槽に静置し，水温が25℃に達した

後塩化アンモニウムを2.5mg-N/lとなるように添

加してアンモニア酸化能力を測定した。

淡水を用いた洗浄が熟成ろ材のアンモニア酸化能力に

及ぼす影響

水温25℃でアンモニア酸化能力を測定した熟成ろ材

に対して上述と同様の洗浄操作を行った。洗浄に用い

た水は25℃の水道水，曝気によって脱塩素した水道水

（以下，脱塩素水道水とする），および人工海水の 3種

類とし，試験は 3本立てで行った。洗浄したろ材は上

述したようにアンモニア酸化能力を再度測定した。洗

浄水とすすぎ水は 21ビーカーにまとめ，塩化アンモ

ニウムを2.5mg-Nilとなるように添加し てアンモニ

ア酸化能力を測定した。
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淡水中への浸漬が熟成ろ材のアンモニア酸化能力に及

ぼす影響

熟成ろ材を淡水中へ 6時間浸漬した場合の影響を調

査した。アンモニア酸化能力を測定した熟成ろ材を測

定後直ちにポリビーカーごと25℃の水道水，脱塩素水

道水，および人工海水の 3種類の水 21ですすいだ。

各試験区は 3反復とした。すすぎ終わったろ材をすす

ぎに使用した同じ条件の水を入れた 21ビーカーに収

容し，上記と同様にアンモニア酸化能力を再度測定し

た。

データの取り扱いと統計処理

洗浄操作前のろ材をアンモニア酸化活性100%と

して，各処理後の活性量の比率を Tukey-Kramer

multiple comparison testを用いて処理前と比較し

た。統計処理は清水 (2004) に従って， MS-Excel

を使用して行った。なお，洗浄前の熟成ろ材で測

定したアンモニア酸化速度の平均士標準誤差は

0.86士0.03mg-N/l/hであった。

結果

洗浄が熟成ろ材と閉塞ろ材のアンモニア酸化能力，

AOAおよび AOBの現存量に及ぼす影響

熟成ろ材を洗浄するとアンモニア酸化活性は92%に

低下した (Fig.2A)。洗浄水には15%の活性が見られ

た。洗浄前のろ材中の AOAとAOBの現存量はそれ

ぞれ2.9x 108 copies/ gおよび5.7 x 105 copies/ gであっ

た。洗浄後にろ材中の AOAとAOBはそれぞれ94%

と86%に減少し，洗浄水中からはそれぞれ4%と5%が

検出された (Figs.2B, C)。

一方，閉塞したろ材では，洗浄前と比較してアンモ

ニア酸化活性は260%と2倍以上高くなった (P<0.05) 

(Fig. 3A)。また，洗浄水では時間経過と共にアンモ

ニア態窒素濃度が上昇し，活性が一112%となった。閉

塞ろ材中のアンモニア酸化微生物量は， AOAでは3.4

x 106 copies/g, AOBでは9.4x 106 copies/gであった。

AOAでは洗浄前の78%,AOBでは洗浄前の67%に減

少した (Figs.3B, C)。洗浄水中からはろ材の 1%以

下の微生物量しか検出されなかった。

洗浄水の温度が熟成ろ材のアンモニア酸化能力に及ぼ

す影響

水温25℃で管理した熟成ろ材を25℃の人工海水で洗

浄した場合，ろ材のアンモニア酸化活性は洗浄前と比

較して， 98%と変わらなかった (Fig.4)。一方， 15℃

および35℃の人工海水で洗浄した場合には，それぞれ

91%および92%と僅かに低下した (P< 0.05)。3つの

水温の洗浄水には11~ 15%の活性が見られた。

淡水を用いた洗浄が熟成ろ材のアンモニア酸化能力に

及ぼす影響

熟成ろ材を人工海水で洗浄した場合，ろ材のアンモ

ニア酸化活性は洗浄前と比較して， 91%とやや低下し

た (Fig.5)。一方，水道水および脱塩素水道水で洗浄

した場合には，それぞれ76%および73%に低下し，洗
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Fig. 2. Changes in the ammonia oxidation activity (A), relative abundance of archaeal (B) and bacterial 
(C) amoA of filter materials after washing with artificial seawater at 25℃ Columns and bars in (A) 
represent mean and standard error, respectively (n = 3). Shaded and open columns show values of filter 
materials and water used for washing, respectively. 
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Fig. 3. Changes in the ammonia oxidation activity (A), relative abundance of archaeal (B) and bacterial 

(C) amoA of the blocked filter materials after washing with artificial seawaters at 25℃ Columns and bars in 

(A) represent mean and standard error, respectively (n = 3). Shaded and open columns show values of filter 
materials and water used for washing, respectively. 
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浄前および人工海水で洗浄したろ材とは有意な差が見

られた (P< 0.05)。水道水と脱塩素水道水では違いは

なかった。 3種類の洗浄水中には10~ 11%の活性が

見られた。

淡水中へのろ材の浸漬がアンモニア酸化能力に及ぼす

影響

熟成ろ材を一旦引き上げ，再び人工海水に浸漬する

と，アンモニア酸化活性は115%と浸漬前よりも高く
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Fig. 5. Changes in the ammonia oxidation activity of 

filter materials in the artificial seawater after washing with 

three different waters at 25℃ Columns and bars represent 

mean and standard error, respectively (before: n = 9; after: 

n = 3). Shaded and open columns show values of filter 

materials and waters used for washing, respectively. TW: 

tap water, DTW: dechlorinated tap water, ASW: artificial 

seawater. Different superscripted letters show significant 

differences (P < 0.05). 

なった (P< 0.05) (Fig. 6)。一方，脱塩素水道水に浸

漬した場合には69%, 水道水に浸漬した場合には 9%

にまでそれぞれ低下した (P< 0.05)。

考 察

熟成ろ材を人工海水で洗浄すると，アンモニア酸化

活性の低下は10%未満と軽微であった。このことは，

河合ら (1965)がゆるやかな洗浄で40%, 強振洗浄で
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Fig. 6. Changes in the ammonia oxidation activity of filter 

materials in the seawater after immersion in the three dif-

ferent waters at 25℃ . Columns and bars represent mean 

and standard error, respectively (initial: n = 9; immersion: 

n = 3). TW: tap water, DTW: dechlorinated tap water, ASW: 

artificial seawater. Different superscripted letters show 

significant differences (P < 0.05). 

66%の活性の低下を示した結果とは大きく異なった。

これは両者の使用したろ材の材質の違いによるものと

思われる。河合ら (1965) が使用したろ材は砂であ

り，砂の表面や間隙にいるアンモニア酸化微生物は洗

浄により流失しやすい。一方，本研究で使用したろ材

は多孔質のセラミックスであり，洗浄するとろ材同士

の接触により，表面の微生物は流失しやすいが，中に

分布する微生物は残存したと考えられる。さらに，ろ

材中のアンモニア酸化微生物は AOBの方が AOAよ

りも洗浄による減少がやや大きかった。グラニュール

汚泥の場合を参照すると (Sekiguchiet al. 1999), ろ

材の内側に AOAが，外側に AOBが分布している。

セラミックスでも同様の分布傾向を示していたなら

ば，このことも上述した材質の違いによる影響の差の

説明になると考えられた。なお，洗浄水には洗浄前の

ろ材の15%にあたるアンモニア酸化活性が見られた一

方， AOAとAOBは共に洗浄前ろ材の 4%程度が洗浄

水から検出された。このことは，アンモニア酸化微生

物のろ材からの剥離，水中への拡散によることが推測

される。

今回測定した熟成ろ材のアンモニア酸化速度は平

均で0.86mg-N/l/hであったのに対して，閉塞ろ材の

それは0.27mg-N/l/hであった。これが洗浄作業によ

り0.64mg-N/l/hに回復し，アンモニア酸化活性は洗

浄前の230%にまで大きく改善された。洗浄後ろ材中

に残存していた AOAとAOBは洗浄前の 7割程度で

あったことを考慮すると，これらの微生物群のアンモ

ニア酸化の比活性が洗浄による閉塞状態の解消により

3倍近く高まったことが示唆される。閉塞ろ材の洗浄

による活性の速やかな回復は，藤田ら (1987)や原田

(1991) によっても報告されている。なお，洗浄前の

閉塞ろ材中のアンモニア酸化微生物の絶対量は熟成ろ

材と比較して AOAで0.012倍， AOBで16倍であった。

洗浄により硝化微生物が3割程度剥離しても，熟成ろ

材以上の AOB数が残存していたと考えられる。 AOB

はアンモニア濃度が数十 μM程度以上の環境下では

AOAよりもアンモニア酸化に強く関わっていると考

えられ (Martens-Habbenaet al. 2009), 洗浄によるア

ンモニア酸化微生物の剥離は生物ろ過槽の運用にとっ

ては大きな問題にはならないと考えられる。ろ材を閉

塞させた汚れはアンモニアの発生源となり，アンモニ

ア酸化活性が低下した状態では，飼育生物に悪影響を

及ぼす恐れもある。したがって，閉塞によってアンモ

ニア酸化活性が低下した生物ろ過槽は，早急にろ材の

洗浄が必要である。生物ろ過槽に逆洗機能がない場

合，ろ材の洗浄作業はかなりの労力を要する。ろ材の

洗浄作業を極力避けるためには，生物ろ過槽を閉塞さ

せないように，懸溺物を物理ろ過装置で可能な限り除

去する必要がある。

洗浄時の水温の影響については，生物ろ過槽の運用

環境と10℃異なる水で洗浄しても10%未満の活性の低

下であったことから，温度の影響はほとんどないと考

えられる。一方，海水中で熟成を行ったろ材を脱塩素

水道水で洗浄するとアンモニア酸化活性が洗浄前の 8

割以下に低下した。さらに，ろ材を脱塩素水道水中に

浸漬しで活性を測定すると，アンモニア酸化活性は洗

浄前の 7割以下まで低下した。このことは海水由来の

硝化細菌の活性は淡水中では低下するという従来の知

見（河合ら 1965) と同様であった。さらに，脱塩素

していない水道水ではその影響が顕著であり，そのア

ンモニア酸化活性は一時的な洗浄操作では脱塩素水道

水と変わらなかったが，浸漬して活性を測定した場合

は洗浄前の 1割以下にまで低下した。水道水に含まれ

る残留塩素が硝化細菌に影響したためと考えられ，ろ

材を長時間かけて洗浄する場合には，脱塩素していな

い水道水の使用は避けるべきである。

疾病の発生によって飼育を中止した場合には，ろ材

の洗浄よりも飼育水槽や生物ろ過槽を含めた塩素殺菌

が必要である。この場合，上述のように残留塩素によ

り硝化細菌も死滅するため，新たにろ材を熟成する必

要がある。熟成に用いる海水としては天然海水と人工

海水が考えられる。天然海水を用いる場合には，海水

中に硝化細菌が含まれていれば，熟成までの期間は短

縮されると考えられるが，取水方法によっては病原菌

が混入するリスクがある。他方，本研究のように人工

海水を用いた場合には病原菌が混入するリスクはない
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が，硝化細菌も人工海水中には含まれない。人工海水

使用時のろ材の熟成は，波などによって海水の飛沫と

共に空気中に漂っていた硝化細菌が生物ろ過槽に到達

し，定着することにより進むと考えられる。このよう

な硝化細菌の由来の違いは，熟成に使用する海水の種

類によって，アンモニア酸化微生物組成の差を生じさ

せる可能性もある。また，低濃度および高濃度のア

ンモニアに適応したアンモニア酸化微生物がそれぞ

れ存在することは知られている (Schrammet al. 1999; 

Baolan et al. 2012; Bagchi et al. 2014)。これらのこと

から，熟成時の海水の種類やアンモニア濃度等の条件

が硝化細菌叢や熟成までの期間に及ぼす影響の調査が

今後の課題としてあげられる。

以上のように，生物ろ過槽はろ材を洗浄しなくて済

む運用が望ましいが，閉塞により洗浄の必要性が生じ

た場合には，アンモニア酸化微生物への影響を最小限

に抑えるために生物ろ過槽の運用条件と同様の水を用

いる必要がある。

要約

ろ材の洗浄がアンモニア酸化活性とアンモニア酸化

微生物に及ぽす影響を調べた。実験には人工海水中で

硝化微生物を付着させた多孔質ろ材を用いた。閉塞し

たろ材は洗浄によりアンモニア酸化活性が2倍以上増

大した。人工海水で洗浄したろ材のアンモニア酸化活

性は洗浄前の92%に低下した。ろ材中のアンモニア酸

化古細菌とアンモニア酸化細菌の現存量は，それぞれ

94%と86%に減少した。洗浄水には15%のアンモニア

酸化活性があった。洗浄水から両アンモニア酸化微生

物が検出されたことは，洗浄したろ材からの流出に由

来すると考えられた。生物ろ過槽の運用環境と 10℃異

なる水でろ材を洗浄してもアンモニア酸化活性の低下

は10%未満であった。淡水で洗浄したろ材のアンモニ

ア酸化活性は約25%減少し，水道水に浸漬した状態で

はアンモニア酸化活性は91%低下した。アンモニア酸

化活性を最適な効率で維持するために，洗浄に使用す

る水は生物ろ過槽の運用条件に従うべきである。
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