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養液栽培用除菌フィルターによる培養液中アンモニアの硝化作用

峯洋子・高畑健

東京農業大学農学音[i 243-0034 神奈川県厚木市船子 1737

Nitrification of Ammonia in Nutrient Solutions by Slow Filtration Used 

for Disinfection in Closed Hydroponics 

Yoko 諮問Eand Ken TAKAHATA 

Faculか01AgriclIlture. Tokyo University 01 AgriclIlture. 1737 FUllako， Atsugi， J(anagawa 243-0034， lapan 

Abstract 

The nitrification process of NHrN (‘ammonia') in a nutrient solution and the effect of 
slow filtration on the nitrification process were investigated. When an aerated nutrient so-
lution containing 110 mg N L-l ammonia (defined as ‘ammonia solution') was not filtered， 
the nitrogen composition remained constant for 45 days after the start of the experiment. 
N03-N ('nitrate') was then accumulated in nutrient solutions， with less N02-N (‘nitrite') 
accumulation in two of three tanks. However， in the other tank， nitrite accumulated to a 
high level (66 mgN L-l). Nitrification occurred 9 to 25 days earlier in aerated ammonia 
solutions that were filtered by bench-scale rock wool (R羽T)filters than in those that were 
nonfiltered. Fresh RW filters caused temporary nitrite accumulation【luringthe nitrification 
process， especially when the solution pH was adjusted to 7. Matur・eRW filters， which had 
been running for 48 days， nitrified ammonia complete1y within 30 days after the start of 
filtration without any nitrite accumulation. It was necessary to adjust the solution pH fre-
quently in the RW filter because the solution pH often dropped to around 5， 1'esulting in 
a substantial consumption of alkali. By contrast， sand filters kept the solution pH stabilized 
at a level of 7 or higher， even after the sta1't of ammonia oxidization， so nitrification prか
ceeded more rapidly in sand filters than in RW filters. Although fresh sand filters caused 
temporary nitrite accumulation because of a high value of solution pH， mature sand filters 
and acclimated sand filters (f1'esh sand filter enriched with matu1'e filter sand) prevented 
nitrite accumulation. From these results， matu1'e 01' acclimated sand filters a1'e recommended 
as filte1's fo1' stimulating nitrification of ammonia without nitrite accumulation. 

Keywords: nitrite， reci1'culating， slow filter， soilless culture 

綴己

循環利用あるいは再利用することも多い.しかし培養液を循

環利用，再利用するためには，病}反体!B丞リスクを低減する

殺磁・除菌システムの導入が不可欠である.除11liシステムの

I~ft j!Æ作物の養液栽培においては，窒素やリンを多 ~Iit:に合 一つである緩速ろ過 (SlowFilt1'ation)は，フィルターのろ材

む培養液j;JIニi夜の排出設の低減が求められており，培養液を 表面iに形成される生物ろj~J肢の生物的・物理的除法î;機能を
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活用した安似なシステムであり，一定期間稼働させた後には

非常に高い除菌性能を発揮することが匁lられているト3) 集

らりは緩j宝フィルターをトマト NFT栽域の培養液循環系に組

み込んで、数カ月間稼働させたときの潟い除11li効果を実証した
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が，その際一音1Iの培養液成分がろ過により変化を受けること

を示した.とりわけアンモニア態袋楽(以下，アンモニア)濃

度がろ過により激減したことから，生物ろ過!淡1;1サの微生物1洋

が硝化作用に関与している可能性が示唆された.排水処理!

!万の砂フィルターやバイオフィルターにおいても同じ原理のアン

モニア硝化フ。ロセスカマIJjfJされている 5.6)

現在，養液栽培で用いられる窒素肥料l主主に硝酸認であ

る.これは，二i二おlで見られる硝費支イオン溶脱， JJ見窒の心配が

ないことに加え養ìllL~&椛では培地の硝化活性が弱く，有機

態~i索.アンモニウム:I::~~あるいは尿素なとマの窒素肥料をJfJい

た場合にアンモニア過剰警や耳目ì~駿毒性のリスクを随避でき

ないことがr!iJ係している.しかし，作物によっては窒素成分と

してアンモニアをある程度合むほうが，硝酸単独のときより生

育や品質が優れることが知られており 7，8) アンモニアが一定

の比率で供給される場合も多い.さらに近年では，葉菜類iiJ

会部への制緩f主主主楽議績をl坊ぐために硝酸塩以外の窓潔

j原を供給する方法も一吉1Iで検討されている 9-1.1)ところで¥;獄

後i!lLをできる IH:~り使い続ける11首深草2i't液栽培において.硝自主

t1i以外を窒素淑として別いる場合にはilE硝酸子存続の可能性

も考えられるので¥硝化・脱窓などによる培養液中での議素

形態の変化を解明することは重姿であるまた，除ji;¥iフィルタ

ーにより培養液中のアンモニア硝化をト分に促進することがで

きるならば，これまで養液栽培では利用しにくかったメタン発

醇消化液などの有機廃液 15)を肥料として有効利用する技術

に発展させることができるかもしれない.

そこで本実験では，培養液1'1'1のアンモニアの硝化の進行と

ij~硝綬態窒素(以下，立~Mí酸)諮績にWJする知見を得るこ

と，ならびに徐jjljJ日緩速フィルターによる培養液1=1'1アンモニア

磁化のパターンとその機作について明らかにすることを目的と

した.

145 養液栽培月31~わi;\íフィルターによる埼養液r:l]アンモニアの街化作用
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Schema1ic view of the experimental slow filter¥ 

The diameter and length of the slow filter were 

65 and 700 mm in Exp， 1， and 100 and 1000 mm， 

respectively in Exps 2 and 3. 

Composition of ammon沿
solution used in this 

Concentration 

4mM 

0.7mM 

4mM 

1mM 

2mM 

Compound 

(NRr)2So.， 
NaH2PO.， 

KCI 
MgSO.1・7H20

CaCb・2H20

Table1 

Fig.1 

2 mg L-' 

0.2mgL→ 
0.2 mg L-1 

FeEDTA 

HAO:l 
MnSO"・4H20

約 110mg N L-1の・アンモニア培養液'とした (Table1参

照)アンモニア培養液を 6倒のタンクに 18Lずつ入れ， I吐

tH~m:約 1 L min-1のエアーポンプ。で通気した.ろ過せず通気

のみ行った 3似のタンクを対照区，常時フィルターでろ過さ

せた 3個をフィルタ一区とした.illLil孟は無制御であったが，

試験期間中は 200C~ 35
0
Cの範悶!大jにあった.:t;守養液の屯

気伝導皮 (EC)とpHをEC/pHメーター (D同54SE，源域

製作所)で測定し， pHが 6.0をで闘った場合には 1Mの

riliC03溶液を添加して pHを6.5以上に上昇させた.培養

液を4日に一度， 30mlずつ採取して無機態窒素波!交を測

定した.1図の採取;出土全体設の 0.2%以 Fと少廷であった

ためその分の補充は行わなかった.アンモニアを水蒸気蒸穏

法，立目白酸と硝費支態窒素(以下，硝駿)をイオンクロマトグラ

フ法 (CDD同lOAv，島津製作所)で測定した.

材料および方法

<実験 1>培養液中アンモニアの硝化パターンと緩遼フィル

ターの影響

実験用の小型フィルターを 3台作成した (Fig.1).ろ逸機

には内径 65mm，長さ 700mmの塩ピ管をmい，尽き 15

mmのウレタンの底数きの上Lこ，ロックウール粒状綿(日東紡

製)を高さ 400mmまで充填した.ベローズ式定量ポンプρを

jfJいて充迷を 50ml min-1 ~こ íl;IJ l却した.フィルターのろ過面

積が約 33cm2と小さかったことから，ポンフ。の性能上，殺迷

ろ過の典型的なろ過速度 (0.2~ 0.4 m h-1)よりもやや高い

約1.0m h-1のろ過迷皮となった.

培養液は 1/2単位協試処方の議索成分をすべてアンモ

ニアで、置き換えたものを脱塩水で、作成し，これを窒素濃度
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<実験2>培養液pH，フィルターろ材の遣いが硝化性能に <実験 3>フィルター熟成と馴化が硝化に及ぼす影響

及ぼす影響 実験 2で伺いたフィルターのうち砂フィルター以外の 5合を

内径 100mm，長さ 1000mmの猛ピ管をろ過fI!iとしたフィ 洗浄してすべて砂フィルターにf乍り替えた実験2で月jいた砂

ルターを新たに6合作成し，うち 3台はロックウール粒状綿を フィルターは‘熟成フイルター'として継続して用いた.新たに

ろ材とし残りの 3合はそれぞ、れゼオライト，サンゴ砂¥砂をろ 作成した 5台のうち2台には熟成フィルターのろ過隠表阪か

材とした.ロックウール粒状綿の場合は厚さ 15mmのウレタン ら採取した砂 50mlをろ材に添加して羽11化フィルター， 1. 2 

をす~k色他は 3-15 mm径の砂利を大きい版に下から 100 とし，残りの 3台はそのまま ';ffr淡フィルター， 1. 2， 3とした.

mmのおさまで敷き，その上に 500mmの高さまでそれぞ、れ 実験 1と同様にして作成したアンモニア培養液を 6俄のタ

のろ材を充填した実験 1と何様にして作成したアンモニア培 ンクに 20Lずつ用意し熟成フィルターでろ過する熟成区，

養液を7個のタンクに 20Lずつ入れ， 1つは通気のみの対 期11化フィルターでろ過する慰[1化区，新規フィルターでろ過する

n吉区，1也は通気に加えて上記の各フィルターで常時ろ過させ， 新規区とした.新波区の l台(新規フィルター 3)は培養液タ

それぞれロックウール (RW)区，ゼオライト区.サンゴ砂区， ンクに土壌 200mlを添加してろ過し新規区十二七壌として区

砂区とした.どの区のフィルターも流速 50ml min-1 でよ:~:養液 7J1jした.土壌は東京設業大学厚木キャンパス内林地の表層ょ

を循環させたので，ろ過函積約 78cm2から討の:すると，ろ過 り採取した泉ボク土をJtjいた.すべての培養液タンクは実験 1

速度は緩迷ろ過に典型的な約 0.4m h-1となった. と!可様に通気した.測定攻日と方法は3経験 1に準じた

RW[玄の 3台のフィルターは培養液pHをそれぞれ 5，6， 

7の3段階に制御し，他のフィルターおよび対照区は培養液

pHを6以上になるよう制御した pH調整には 1M IillC03 
結 果

溶液をJtjいた.ろt~・に用いたゼオライトは CEC が 145 meq <実験 1>培養液中アンモニアの硝化パターンと緩速フィル

100 g-lの北海道仁木町産(近藤鉱業株式会社)，サンゴ砂 ターの影響

は観賞魚用rlr販品，砂は3凶以上洗浄した海砂(有効径 アンモニア培養液に通気のみ行った対!!吉区の窒素組成と

0，2mm，均等係数 2.5)とした， iJllJ定頃日と方法は実験 1に pHの経Il寺変化を Fig，2に示す.なお5経験 1で用いたタンク

ii長じた. は液面積が広く密Mのできないつくりで， EC 値が日々上昇し

ていたことから水分蒸発による成分綾織作用が明らかで、あっ
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Fig. 2 Nitrification process (left) and pH fluctuation (right) of aerated ammonia solutions without slow filtration. 
Results are shown for each tank. The solution pH was adjusted when it fell below 6. 
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主主液栽培j目除l~Îフィルターによる培養液1=1'アンモニアの硝化作用
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Fig. 3 Nitrification process (left) and pH i1uctuation (right) 01'且eratedammonia solutions that were continuously slow 
filtrered by rock wool filter. Results are shown for each tank. The solution pH was adjusted when it fell below 
6. 
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Fig. 4 Nitrogen composition of ammonia solutions 
filtered by different filters with various filter 
media (a) for 32 days and (b) for 40 days. 
Control: without filtration; Rock wool (RW): 
R羽Tfilter with solution pH controlled at 5， 6 and 
7; Zeolite: zeolite filter; Coral sand: coral sand 
filter; Sand: sand filter二

た.したがって，窓素濃度については補正後の値で示してあ

る。培養液タンク 1-3のいずれにおいても，処理開始から

約 45日1M!は火きな変化がなかったが，その後 pHが念、低下

し，ほぼl言JII~JUlにアンモニアの減少と立自慢般のtfr績が始まっ

た.タンク 1と2はその後，ijE硝酸が徐々に減少して硝酸が

蓄積したが，タンク 3で、はlllIlii1i般が議総し続け 60mgN L-1 

以上となった.

一方，アンモニア培養液を緩i窓口ックウールフィルターで常

時ろ過した場合 (Fig.3)， pH の急低下が始まったlI~j\Hは対

照区より早く，タンク 4，5， 6でそれぞ、れ34，29， 20日後となっ

た.pH急、低下とほぼ何時期にアンモニアが減少して硝費支が

議積し始めた.タンク 4 で、政目指酸がー II~'的にわずかに蓄積さ

れたが， 夕ンク 5，6で、lはま!斑1犯E五硲硝i荷5酸はlほまとんとe苛t検食l出tれiされな治か、つたた. 

フイル夕…区のアンモニアI培奇養f液皮を 48日E呂iにE克芝新したところ'

いず

り， 4日呂の潤ゴ査Sをそで既に硝駿の慈干右穏ltが見られた (σF日i氾g.3め) 更

新カか、ら2お8日i臼ヨにはアンモニアj臼波4段;長2皮はほlぽまOになり，すべて硝

酸に変換された.pH調整のために添加した 1M KHC03溶

液は，硝化完了までに約 240mlに迭した

<実験2>培養液 pH，フィルターろ材の遠いかE誇化性能に

及ぼす影響

培養液 pHあるいはフィルターのろ材を変えてアンモニア培

養液をろ過したときの窒素組成の変化を Fig.4に示す.処理
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Changes in pH value of two ammonia nutrient 
solutions， which wεre filtered by either the 
sand filter or the rock wool (RW) filter. Solution 
pH was adjusted to 7 o!喝 higherevery day. 

開始 32EI Elでは，ロックウール (RW)[玄の pH7設定におい

てアンモニア残存率が約 30%まで低下し 50%J.J、上がllli 1íì~民主

として検出された.pH設定5あるいは6の RW[乏ではアン

モニアが50%以上残存し，班蛸酸は検j出されなかった.ゼオ

ライト区では処理開始8日目に既に暗養液のアンモニア淡度

が Oとなったが.このときlIIi硝酸および、硝酸も検出されなかっ

た(データ省略).その後 16日白から硝酸濃度が徐々に上

昇し 32EI Elの詩m交では 20mgNL→となった.サンゴ砂区

砂区は他の[Rと比べて硝化の遂行が速く (Fig.4)， ~IJでも砂

j玄では 24日目までにアンモニアがすべて総酸に変化していた

(Fig.5).しかし斑硝費支が-11守的に尚濃度 (60mg N L-1
)諮

秘した (Fig.5). RW区ゼオライト区の浴養液pHは，実験

1と同様，硝化の進行とともに急、低下したが.サンゴ砂包砂

区においては7を下回ることがなかった (Fig.6.ゼオライト区

とサンゴj沙区のデータ省略).

砂区のアンモニア埼養液を 40日目に更新しi可じ砂フィルタ

ーでろ過を継続したところ，…l略的なlIIi硝酸の蓄積濃度は 10

mgN どl出尽くなり，また 16日日には磁化が完了した (Fig.5)
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filtered by sand filters (a) 8 days and (b) 16 
days after the start of filtration. Control: without 
filtration; Fresh: fresh filter; Fresh + Soi¥: small 
mass of soi¥ was added to the ammonia solution; 
Acclim: acclimated filter; Mature: mature 
filter that had been treated with the ammonia 
solution continuously for 40 days. 

45 

<実験 3>フィルター熟成と慰11化が硝化に及ぼす影響

6台の緩迷砂フィルターでアンモニアi培養液をろ過したとき

の窒素組成の変化を Fig.7 に示す.処理開始 8 日 1~1では新

規フィルター1， 2のみijJi.硝駿がお濃度 (30mg N ど1以1::) 

で検出されたが，他の4台のフィルターでは斑硝般はほとん

ど検出されず，与えたアンモニアの半分以上が磁般となって

いた処翌日開始時日13にはすべてのフィルターで硝化が完了

した.

考 察

…般に環境~I:tのアンモニアは. Nitrosomonas spp.を代表

とするアンモニア酸化経lIï~Îによって下に示す (1) の反応、で酸

化され，アンモニア l分子が並硝酸 1分子に般化される際に

水素イオン 11協が発生する生成した尿器i同支はアンモニア般

化細菌と共生関係にあるNitrobacferspp.などの亜硝酸酸

化細菌により.(2)の反応で酸化される 16)

NHけ 3/20，-N02-+H20十日… -LlF == 66.5 kcal 

(1) 
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NO什 1/202-NOト -iJ.F= 17.5kcal (2) 

突i験i投免 1において pHの急急、{低L氏E下とi:::(ほま幻lぽま幻i向可11

が低下し始めたのlは立 (α1)のE反正応応、が進んだだ、ためでで、あり，培養液

にpH緩衝能がほとんどない場合には， pHの急低下を硝化

開始の指標とすることができる.本実験において対照区のアン

モニア培養lItで、 pHが急低 Fした時期はどれも 45臼日以降

であり (Fig.2)，アンモニアは培養液中で長期間硝化されるこ

となく維持された.しかし， :):j:水で作成した培養液を使用した

予備実験においては，通気開始 14B闘で pHの急低下と準

備酸子f?~rtが見られたこと(データ省略)，飯塚 17) の報告では

無植栽の培養液で 15日以内にアンモニア純化が始まったこ

と，また Padgettand Leonard18
)によるトウモロコシ・ダイズオt

耕試験において培養液中アンモニアの班硝酸への変換が8

Illjに始まったことなどから，今回のような無植え友かつ脱塩水

利用でない限り汗養iltl=tlのアンモニアが451:1以 tそのまま

維持される可能性は低いと考えられる.

土壌中あるいは培養液中の!I[lii'i殺は，多くの作物にiti:作

用をt~，つことが示されており 19剖培養液1:1:1の波皮がわずか

5 mgN L-1
でもレタス収量の低下が起こりうる 21)本実験のろ

過を行わなかった対照区のタンクのひとつで¥アンモニアから

硝酸への完全硝化が起こらずに，ほとんと守が波li~1酸となって

諸積する，いわゆる立[lii'i酸型似i化が見られたO これは閉鎖

型養液栽培においてアンモニアを含む培養液を用いる場合，

予測不能な盟磁酸発生による生育阻害のリスクを常に伴うこ

とを意味する.培養液補充方式の閉鎖型パラオc/'JIでアンモ

ニア:T1ì~ 費支= 1: 1の培養液を供給したとき，開放型lilil形培:lt!!

fJt-22)で、は見られなかった収没低下が起こったという報告があ

るおその報告では斑硝酸濃度は調べられていないが，培

養液 pHが 4以 fに低 lごしていたことから， 00硝酸主;ーの可能

性も否定で、きない.

i恒硝酸が子容積し始めるのは.1吸引j酸殻化部lITh¥i活性がアン

モニア酸化剤IJ磁より相対的に劣るとき 24) あるいは00T1i'i酸酸

化細菌が選択的に阻害され機能を{亭止したときと考会えられ

る!IJi:T1i間交酸化部11]援はアンモニア酸化網j:tiに比べて環境条

件の影響を受けやすいことが知られており，溶液中で双硝酸

イオンと王子術関係にある遊離11日自酸による|位容も受けやすい

25.26) 遊高I~!I[硝酸と1阪 liì'í費支イオンの平総J関係は pH が低いほ

ど遊総理硝酸に傾くことから 25) 反応(1)の11日自殺生成およ

びそれに伴う pH低下が (2)と比べて進み過ぎた場合銃自It

立E硝酸濃度が耳E硝酸酸化綱r，si阻害il:ks'tを超えることが予想

される.その結果，反応 (2)が完全に停止すると，耳目指紋が

蓄積され絞けて00計j酸型硝化になるものと考えられる.今回，

実験1の対照区でタンク3のみ張倒産主型硝化が見られたが，

これはアンモニア酸化細菌の初期密度や構成が他のタンクと

奥ーなり初期活性が高かったためで、はないかと推iHUされる.培

養液中アンモニアの硝化が強磁酸裂になるか完全硝化裂に

なるかは，そのときのアンモニア酸化細菌と!I[1ii'i絞綬化細菌

の微妙な活性バランスで決まることが示唆された.

アンモニア培養液を RWフィルターでろ過したろ過区では，

対照区と比べて pH低下の開始すなわち磁化開始のi時期の

大幅な前進が見られたしかしフィルターが新規のときには 3

合のフィルターこ、とに引j化開始時期がぱらつき，また一部のタ

ンクでは一時的に'1日自費支が検出された (Fig.3).実験 2の

RW区において，培養液 pHを7に設定したときのほうが pH

5および6のときより磁石自般の…n寺n包装績が顕著となる傾向

が見られたが (Fig.5)，これは pH7前後の中七1>弱アルカリ

性の条Hーが，耳目指絞殺化調IJl:tjと比べてアンモニア酸化細菌

にとってより好適で、あったため，反応、 (2)が相対的にi1!Eくなっ

たことが原因であろう実~2 の砂フィルターによるろ過では，

継続利用のときより新鋭利!tIで'Il~硝般の一時的蓄積が殿、若

だったカ'((Fig. 7)，これも」二百己とJTIJtJiipH 7付近におけるアン

モニア般化剤IJl裂の相対的優位性が原因と考えられる.

しかし，このような'1Ji:硝般の一時的なお濃度蓄積は.良川f

フィルターであれ砂フィルターであれ，フィルター内の硝化細菌

群が十分に増殖したと思われる後のアンモニア硝化過程で、は

見られなくなった (Fig.3， Fig. 5).これは世代交代が遅くl(!j

殖にll~j [llJのかかる!IE硝関空際化剤IJl:tîが，継続使用フィルターの

場合には，初期]からアンモニア酸化細菌と匹敵する活性を発

t1nで、きたためと考えられる.迷11127
)は尿素 83%，アンモニア

17%を含む市奴液肥の砂1:1:1における硝化を調べ，ベントナイト

(粘土)の添加がアンモニアと備隊の生成を促進したことを報

告した.また硝化促進のために土撲の硝化細菌の力を和服し

た技術も報告されている出却本研究でも実験3において，

新規フィルターに土撲を少tik添加すること，あるいは熟成フィ

ルターのろ過砂をろ材に少fa-添加することで熟成フィルターに

近いlIvi化性能を期待できることが示された

ゼオライトフィルターを用いたゼオライト区で， 11IJ始 8日後か

ら培養液中にアンモニアが検出されなくなったが，その時点で

硝駿や耳目fí絞ig~ f:支の上昇もみられなかったしたがって，こ

のアンモニアの減少は硝化によるもので、はなく，陽イオン交換

容笠の高いゼオライト粒子にアンモニウムイオンが吸着された

ためと考えられた.ゼオライト区で 16日日から蛸酸濃度が徐々

に k界したが，これはゼオライト粒子上でアンモニウムイオンが

硝酸イオン(陰イオン)に変換されるにつれて培養液に放出

されたためと考えられるこのようなゼオライトフィルターの性質

は，メタン発露手術化法などのアンモニアを高濃度に含むi夜の

処理に適している可能性があるが，作物栽培に利用するため

にはカチオンの吸務の程度やナトリウムイオンのi容出などを確

認する必婆があるアンモニウムイオン吸着作用は，程度は小
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さいものの砂フィルターでもみられることが知られており 4) 今

回の実験2および3の砂フィルターでろ過開始から硝化が終

わるまで、の向に一時的にみられる総窒素濃度の低下は，ゼオ

ライトの場合と同様，砂粒子上に!汲活こされたアンモニウムイオ

ンが硝駿イオンに変わるとともに暗養液に放出されたことを示

唆するものである.pH 調整コストやろ材コストなど総合的に考

えると. ~fí化促進作用を期待するフィルターろ材としては，今

回供試した中では砂が適してし、ると考えられた.

本研究により，場養i夜中のアンモニアカ宝石iげとされて立自白酸

を蓄積するT可能性があること，また培養液1;1<1器用緩迷フィル

ターがアンモニアの硝化を促進することを明らかとした.さら

に，フィルターを熟成あるいは腕化させることで，I/E硝酸の一

時的な3蓄積は回避I可能であることを示した.本研究をさらに

発展させることにより，メタン発酵沼化液なとWアンモニアを言語

濃度に含む液体を養液栽培の犯料として利用するための技

術となる可能f生がある

摘要

循環~養液栽培においてアンモニア慾窓素(アンモニア)

を含む培養液を利用したときの硝化の進行と循環培養液除

磁用に導入された緩速フィルターの硝化に及ぼす影響を切ら

かにすることを目的として実験を行った.

3つのタンクに脱塩水で作成したアンモニア土庁養液(約

110 mg N L うを入れて通気のみ行ったとき，どれも 45日自ま

では袋索組成に大きな変化がなかった.しかし，その後徐々

に硝化が遂行し， 2つのタンクでは最終的に繍酸態窒素(硝

酸)が蓄積し残り lつは1削有機態窓素(政硝酸)が高濃

度 (66mg N L-1
)議積した一方アンモニア培養液を実験用

緩迷ロックウールフィルターで、常時ろ過したとき，無ろi肢の場

合よりも 9-25日早く硲酸波皮が上昇し始め，緩速ろ過によ

る硝化促進効果が示された.新規フィルターの場合，一時的

に耳立五時i般が蓄積されやすく，特に培養液 pHが7以上のとき

顕著で、あった.しかし継続使用したフィルターの場合には仮

硝援を議秘することなく約 30日間で硝化が完了した.ろ材が

ロックウ…ルのフィルターでは，アンモニア重量化に付随する pH

の念、低下に対する頻繁な誠撃が必姿であった.これに対し

ろt{を砂にした砂フィルターではアンモニア酸化が進んでも培

養液p況は7付近で安定し，さらに硝化の進行もロックウール

フィルターより単かった.新規の砂フィルターの場合， pHが7

以上に維持されたこともあり政硝酸が一時的に高濃度蓄積し

たが，継続使用あるいは馴|化処理することで斑硝畿の諸積

が大きく抑制された.以上の給予長から， !lli:硝誌をを蓄積せずに

アンモニアを保j化させるためのフィルターとしては継続使用あ

るいは揚11化処理した砂フィルターの使用が推奨された.
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