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オオバ生葉の褐変発生における過酸化水素生成の役割と遅延発光による

生理的ストレスの非破壊評価
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Role ofHydrogen Peroxide in Browning and Nondestructive Evaluation ofPhysiological Stress by 

Delayed Light Emission in Freshly Harvested Perilla Leaves 

Hideki Ando， Tadashi Baba* and Masami Yamaguchi 

Faculty of Agriculture，ぬかoUniversi砂ofAgriculture， Atsugi， Kanagawa 243-0034 

Abstract 

The Perill，α(Perilla frutescens L.) leaf has a short shelf life caused by browning， which occurs sev巴raldays af王erharvest. 

The objective of this study was to identifシtherol巴ofreactive oxygen species on browning of freshly harvested Perilla leaves 

by measuring their hydrogen peroxide (H202) content. Delayed light emission was measured as an indicator of photosystem 

degradation caused by physiological stress prior to the d巴velopmentofvisible symptoms (wilting and browning). Leaves stored 

at 30C at a low humidity (approximately 60%) lost weight at a rate of more than 25% per day， and were judged to be at the limit 

of marketability because of wilting before exhibiting browning. Under high-humidity storage (over 95%) at 30C， browning 

occurred variably among leaves from 4 to 8 days after harvest. 8rowning occurred consistently when weight loss reached 

26.3士l.l%. The content of H202 in leaves determined following serial weight losses of 10% revealed that browning leaves 

contained more than twice the H202 ofleaves before browning， suggesting that increasing levels ofH202 may induce browning 

in Perilla leaves. Weight loss was significantly correlated with values of delayed light巴mission(r = 0.67). Quick (several 

seconds)， non-destructive measurement of delayed light emission can be a us巴fulindicator of diff，巴ringsenescence rates m 

Perilla leaves. 

Key Words : delayed fluorescence， nondestructive quality evaluation， reactive oxygen species， senescence rate， weight loss 
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緒扇

オオパ (Perilla)知tescensL.)はシソ科の 1年草のアオジ

ソから収穫された若葉であり，テンプラ，刺身のつま，薬

味などに用いられている.最近は和風ハーブとして，食品

加工から精油による植物天然香料まで広く利用されてい

る.抗酸化作用，抗アレルギー性にすぐれ，また血中のア

ルコール分解促進成分を有するなど機能性食品としても注

目を集めている(松隈ら， 2001).現在愛知県や茨城県を主

産地とし，施設栽培によって周年供給体制が取られ，安定

した流通が可能となっている. しかし棚持ち期聞が短く，

低温高湿を維持して流通させても，早いものでは数日で褐

変が起こり商品性を失う.このような褐変の原因として，

強力な酸化力を有する活性酸素種の葉内における蓄積が考
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えられる.

活性酸素種には，過酸化水素 (H202) ，スーパーオキシ

ドアニオンラジカル (0
2
・)，ヒドロキシルラジカル (HO・)， 

一重項酸素(10)などがある.これらは，呼吸や光合成の

電子伝達系の他， リポキシゲナーゼなどの酵素によっても

生成される.植物体内で発生した活性酸素種は強い酸化力

を有しており，通常はスーパーオキシドジスムターゼ¥カ

タラーゼ， グルタチオンペルオキシダーゼ，アスコルベー

トペルオキシダーゼなどにより速やかに消去される. しか

し植物体が低温や紫外線，乾燥などのストレスにさらさ

れると，消去能力以上に活性酸素種が生成され，植物体内

への蓄積が起こる.蓄積された活性酸素種は，老化の促進

や DNAの傷害をもたらす (Hodgesら， 2001).また，脂質

から脂質ラジカル (L・)を生成し， L・は酸化されて脂質ペ

ルオキシルラジカル (LOO・)に変化し，さらに LOO・は

他の脂質と反応し，過酸化脂質 (LOOH) と新たな L・を生

成するといった連鎖的過酸化脂質反応を引き起こす(金，

1997) . この反応の結果，細胞膜の酸化的傷害が進む一方，
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ポリフェノールオキシダーゼ (pPO) の介在する褐変現象

が進行する可能性が指摘されている (Shewfelt• Rosario， 

2000; Toivonen， 2003;福岡ら， 2009). もし，オオパの褐変

が活性酸素種の発生と関連があるとすれば，活性酸素種生

成を制御することにより，褐変発生を抑えることができる

かもしれない.

オオパでみられる褐変は，すべての葉でほぼ同時に起こ

るわけではなく，葉ごとに遅速がある.オオパでは一定の

大きさに達した葉を収穫するため，収穫時間や株の生育ス

テージの他，栽培条件などの異なる葉が混在しており， こ

のことが褐変の発生が葉ごとに大きくばらつく原因と考え

られる. もし，過剰な活性酸素種の発生が褐変と関連があ

るならば，葉ごとの褐変発生時期のばらつきは各葉の活性

酸素種生成能およびその消去能と深く関係しているものと

思われる.葉ごとのばらつきを早期に見分けて選別するこ

とで，品質の揃ったオオパを提供することができ，結果的

に効率的なロス管理に繋がる可能性が高い.

そこで本研究では，まずオオパにおける褐変発生と活性

酸素種生成との関係を明らかにするために，オオバ貯蔵中

の過酸化水素量の測定を行った.過酸化水素は，スーパー

オキシドジスムターゼ、の作用によって生成される一方，生

体内では，カタラーゼやアスコルビン酸 グ、ルタチオンサ

イクルで、消去される.たとえばホウレンソウでは，葉の老

化において鍵となる活性酸素種として知られている

(Hodges • Fomey， 2000). さらに，葉ごとの褐変発生時期の

ばらつきの要因を明らかにするために，総フェノール物質

量と呼吸量を測定した. このうち呼吸量については， ミト

コンドリアが葉緑体とともに活性酸素種の主要な発生場所

と考えられる (Foyer• Noctor， 2003)ため，測定を行った.

次に，褐変発生の遅速を早期に見分ける手段として，生物

微弱発光のひとつである「遅延発光jに着目した.遅延発

光は，クロロフィル蛍光の 1%以下の強度で発光する極微

弱発光現象であり，励起光消灯後に光化学系 1(psI)のク

ロロフィルから電子が逆流し，光化学系 II(PSII) のクロ

ロフィルが再荷電後化学的に励起され，再び基底状態に戻

ることによって発する微弱な発光である(福原， 2001).遅

延発光量はクロロフィル含量と相関するので，熟度の進行

に伴ってクロロフィルが減少する青果物において，熟度の

非破壊評価への利用が検討されてきた(中馬・中司， 1976; 

Forbusら， 1985; Trigliaら， 1998). また，何らかの生理ス

トレスによって葉緑体の電子伝達系に障害が生じた場合，

遅延発光減衰曲線に変化が生じる (Abbott，1999) . これを

利用すれば，葉緑体が受けた生理ストレスを， 目視による

障害確認に先だって検出できる可能性がある (Abbott.

Massie， 1985; Abbottら， 1991， 1994). そこで， この原理を

オオパにも応用し，葉ごとの褐変発生時期の遅速を事前に

非破壊で評価するために，遅延発光の測定を行った.

材料および方法

全実験に共通して，厚木市内のスーパーより購入した愛

知県豊橋産のオオパを供試した.葉の表面が濡れている場

合は，室温 250C，湿度成り行きの室内で，約 20分間乾燥

させたものを利用した.

1. 低湿度貯蔵時の褐変発生と過酸化水素生成(実験 1)

オオパは 30C，相対湿度約 60%，暗黒下で貯蔵した.

貯蔵後 24時間ごとに目視で観察を行い，褐変発生の有無を

確認した.重量は電磁式秤 (GR-202，エー・アンド・デイ)

で測定し，貯蔵開始時からの重量減少分を開始時の重量で

除して葉重減耗率を算出した.また，葉重減耗率を o~ 80 
%の 9段階に分け，各段階に達した葉を 2枚サンプリング

し，ジアニシジンの呈色反応を利用した Lee・Lee(2000) 

の方法に従って，葉中の過酸化水素量を測定した.

2. 高湿度貯蔵時の褐変発生と過酸化水素生成(実験 2)

オオノ〈は， 30C，相対湿度 95%以上，暗黒下で貯蔵した

貯蔵後 24時間ごとに目視で観察を行い，褐変発生の有無を

確認した.重量は電磁式秤で測定し，葉重減耗率を算出し

た.また葉重減耗率が 10，20， 30， 40および 50%に達し

た時点で2枚サンプリングし，実験 1と同様の方法で，葉

中の過酸化水素量を測定した.

3. 高湿度貯蔵時の葉重減耗率と総フェノール物質量，二

酸化炭素生成量および遅延発光量(実験 3)

実験2と同様の貯蔵条件において， 48時間貯蔵後の総

フェノール物質量，二酸化炭素生成量および遅延発光量を

測定しこの時の葉重減耗率との相闘を求め，相関係数の

有意性の検定を行った.総フェノール物質量は 80%メタ

ノールで、抽出後フォリンチオカルト法 (Sing1etonら， 1999) 

を用いて測定した.二酸化炭素生成量は密閉容器に 1時間

貯蔵し，ヘッドスペースガスをシリンジで採取し，ガスク

ロマトグラフ (GCShimadzu 8A，島津製作所)で測定した.

検出器は TCD，カラムはモレキュラーシーブと活性炭の並

列カラム，カラム温度 800Cの条件で測定した.遅延発光

量の測定は，オオパ葉を主要な葉脈を避けて約 1cm角に切

り取り，サンフ。ルホルダー上に乗せ，微弱発光計測システ

ム (PMX-6100，浜松ホトニクス)を用いて室温 250C下で

行った.励起光は LEDを利用し， 687 nmの波長で発光強

度 25μmo1• m-2 • clのものを 10秒間照射した.励起光消

灯後 10秒間遅延発光量を測定し， 0.1 ~ 1秒間の遅延発光

積算値を1.1~ 10秒間の遅延発光量積算値で除した値を算

出した.

結果

1. 低湿度貯蔵時の褐変発生と過酸化水素生成(実験 1)

低温低湿度貯蔵時におけるオオパの減耗率は，最初の 24

時間で約25%に達し貯蔵4日後まで大幅に減耗し続けた.

4日後以降は減耗率が小さくなり，実験終了時との明確な

差はみられなくなった.葉の褐変は速いものでは貯蔵 2日
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後にみられた.過酸化水素は貯蔵 l日後までは検出されな

かったが，貯蔵 2日後から約 0β15J.!mol • g-IFWと微量で

はあるものの検出された(第 l図).3日後までの増加は微

量であったが， 4日後に大幅な増加がみられた.

4 
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~ 3 

32 

0.5 

。 。 3 4 2 

貯蔵後日数(日)

第 1図低湿度貯蔵中における貯蔵後日数と過酸化水素発生
量との関係 (n= 3) 

2.5 

葉重減耗率ごとの過酸化水素量は，葉重減耗率 0~30%

までは検出されなかったが， 40%において 0.015μmo].g-IFW

検出された(第 2図) その後 70%までは減耗率と比例的

に増加し，さらに 80%で大幅に増加した.

2. 高湿度貯蔵時の褐変発生と過酸化水素生成(実験 2)

低温高湿度貯蔵時におけるオオパの葉重減耗率は 1日

当たり約 5~ 10数%と 2倍以上のばらつきが認められた.

褐変は速いものでは貯蔵4日後からみられ，貯蔵 8日後に

はすべての葉で褐変が発生した(第 3図)褐変発生時の葉

重減耗率は， 26.3土1.1%とほぼ一定であった.第4図は葉

重減耗率 10%ごとの過酸化水素量を示したものである.減

耗率 10%からわずかに検出し始め，減耗率 0~20%までは

10%ごとに約 0.05μmo].g-IFWずつ過酸化水素量の増加が

みられたが， 20 ~ 30%の間では約 0.1μmo].g-IFWと2倍

に増加しその後も増加し続けた.

3. 高湿度貯蔵時の葉重減耗率と総フヱノール物質量，二

酸化炭素生成量および遅延発光量(実験 3)

総フェノール物質量は，最も低いもので約 7mg・g-IFW，
高いものでは約 15mg. g-IFWとなり， 2倍以上の差異がみ

られた.総フェノール物質量と 48時間貯蔵後の葉重減耗率
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ろ，褐変が観察される葉重減耗率において大幅に過酸化水

素が増加した.乾燥ストレスは，植物体内での活性酸素種

の生成量を増加させ (Hodges，2003) ，細胞膜の酸化的障害

の結果， PPOの介在する褐変誘導系が活性化し，褐変現象

が誘導されるといわれている (Toivonen，2003;福岡ら，

2009) オオパ葉においても，活性酸素が体内に蓄積され

ることによって褐変が引き起こされていることが示唆さ

れた.

低温高湿度条件下では，葉ごとに褐変発生時期にばらつ

きがあったものの，褐変発生時期の葉重減耗率は 26%前後

とほぼ一定であった.また褐変が顕在化していない貯蔵 24

時間後までの葉重減耗率と，活性酸素生成能の指標と考え

られる呼吸量，葉緑体の生理的状態を反映する遅延発光量

との聞に有意な相関(それぞれ r= 0.85， 0.67)がみられた.

好気呼吸では， ミトコンドリアでの電子伝達系における

余剰電子などにより活性酸素が生成されるため，呼吸量の

大きいものほど過酸化水素が早い段階で内部に蓄積されて

いる可能性がある.この結果は，貯蔵 24時間後の呼吸量の

大小から葉重減耗率の差異や褐変発生の遅速を推定できる

ことを意味する.ただし呼吸量の測定には一定時間以上を

要する. もうひとつ有意な相関のみられた遅延発光量は，

減耗率の高い葉ほど， 0.1 ~ 1秒までの積算値の割合が大き

くなった. これは励起光消灯後，早い段階で電子の逆流が

起こっていることを示し，その原因として乾燥ストレスに

伴う H202の発生がチラコイド膜を損傷し，伝達回害され

た電子が PSII反応中心に逆流し，クロロフィルの化学的励

起を増加した結果，遅延発光量が増加したと理解できる.

励起消灯直後の発光量が増加する現象は，化学物質によっ

て光合成問害を行った藍藻でも観察されている(勝又ら，

2005) .呼吸量と違って遅延発光量は，秒単位で迅速に測定

が可能であることから，流通のいずれかのステップで，個々

の葉の老化速度の違いを非破壊で見極めるツールとして利

用できる可能性がある.

遅延発光量は，有意な相関は得られたものの葉重減耗率

の差異を高い精度では推定できなかった. これは測定の際

のサンフ。ル切断の影響が大きいと思われ，今後は非破壊で

測定できるようにサンプルホルダーを改造する他，栽培条

件や収穫時間，株の生育ステージ，収穫場所(主校側枝)

などを特定した実験を行う必要があるだろう.それでも遅

延発光量を測定することにより，迅速かっ非破壊で、葉重減

耗率を推定できる可能性が示されたことは，オオパで鮮度

低下速度を揃えた商品を出荷できる可能性を示したととも

に，今後，栽培・収穫条件が鮮度保持に及ぼす影響につい

て，ストレス応答の観点から研究を進めていくうえで重要

な結果と思われる.

一連の結果から，オオパの過酸化水素の発生は葉重の減

耗と強く関係しており，乾燥ストレスに対する過酸化水素

の急激な増加により細胞膜の酸化的障害が進み， PPOの介

在する褐変誘遵系を活性化した結果，褐変が顕在化すると

正・山口正己安藤秀樹・馬場

第6図 貯 蔵48時間後におけるオオパ葉重減耗率と二酸化炭
素生成量との関係 (n= 6) 

*は無相関検定の結果， 5%水準で有意性があったこと
を示す

6.5 

第7図 貯 蔵48時間後におけるオオパ葉重減耗率と遅延発光
量との関係 (n= 10) 

*は無相関検定の結果， 5%水準で有意性があったこと
を示す
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との聞には， r= 0.24の相闘が得られたが，統計的には有意

な値ではなかった(第 5図)• 

二酸化炭素生成量においても，約 190~約 290 mL・kg-1FW'

h-1まで 1.5倍程度の差異が認められた.二酸化炭素生成量

と48時間貯蔵後の葉重減耗率との聞には， r= 0.85 (pく 0.05)

の有意な相闘が得られた(第 6図). 

遅延発光量の 0.1~ 1秒までの積算値を1.1~ 10秒まで

の積算値で除した値は， 0.99 ~ 1.16までばらついた 48時

間貯蔵後の葉重減耗率との間で，葉重減耗率が大きいほど

遅延発光量の値が大きくなる傾向がみられ， r= 0.67 

(pく 0.05) の有意な相関となった(第 7図)• 

察

オオパ生葉の褐変誘導物質として活性酸素種に着目し，

葉重減耗率 10%ごとに過酸化水素量の測定を行ったとこ

考
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思われた. また，葉重減耗のばらつきの要因として呼吸量

の差異が考えられ，また遅延発光量がこのばらつきを非破

壊で評価する指標となる可能性が示された

摘要

オオパ (PerillafrutescensL.)生葉は，棚持ち期聞が短く，

早いものでは数日で褐変し商品性を失う.本研究では，オ

オパ生葉の褐変発生における活性酸素種の役割を明らかに

するため，葉中の過酸化水素量の測定を行った.また外観

的変化に先立って起こる光化学系の劣化を評価できる遅延

発光量を測定した 低湿度下 30Cで貯蔵した場合 1日当

たりの葉重減耗率は 25%に達し，褐変発生より先に激しく

萎れて商品性を失った.高湿度下 30Cでの貯蔵では，褐変

発生は速いもので4日後，遅いもので 8日後と葉ごとに遅

速があった.しかし褐変発生時の葉重減耗率は 26.3土1.1%

で，葉ごとのばらつきは非常に少なかった.そこで葉重減

耗率 10%ごとに過酸化水素量を測定したところ，褐変がみ

られた葉重減耗率 20~ 30%でそれまでの 2倍以上に増加

していた. このことから，乾燥ストレスに伴う過酸化水素

の急激な増加が，褐変を誘導していると思われた.葉ごと

の葉重減耗率は，遅延発光量と 5%水準で有意な相関がみ

られた (r= 0.67) 遅延発光量は 秒単位で測定できるの

で，葉ごとの老化速度の違いを見極める非破壊指標になる

と思われた.
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