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This study examined the influences of atmosphere received streamer discharge on maintaining the 

quality and controlling microorganisms of vegetables (14 items) and fruits (6 items). In this study, 2 

treatment conditions were compared to a control condition under storage temperature at 20℃： 

Control : Normal air, -Treatment I : Streamer discharge atomosphere, -Treatment II : Air containing 

ozone (0.1 ppm). Parsley, myoga ginger (Zingiber mioga Rosc.), spinach, eggplant, small tomatoes, 

cucumber, lemon, orange, sudachi (Citrus sudachi Hort.) , and cherries showed less change in 

appearance during 3 days storage. Green onion, lettuce, and garden pea ( Pisum sativum L. ) 

demonstrated wilting, and bean sprouts decayed by the second day. There was no di妊erencein these 

observations among the control and the 2 treatment conditions for any of the 14 items. Perilla (shiso, 

Perilla frutescens Britt.), bell peppers, haricot beans (Phaseolus vulgaris L.) , Kyoho grapes, and Delaware 

grape did not di旺erin appearance between the control and treatment I during 3 days storage. 

However, with treatment II, the following changes were identified and quality loss was obvious : 

perilla developed brown spots, bell peppers showed browning of the calyx, haricot beans demonstrated 

browning, Kyoho and Delaware grape shows browning of the peduncle. Florets of broccoli (Brassica 

oleraces var. botrytis) in control and treatment II developed yellowing, an increase in the number of 

microorganisms and contents of free amino acids, and decrease in the contents of ascorbic acid and 

chlorophyll, in contrast, treatment I delayed these changes on broccoli florets. 

(Received Dec. 6, 2012 ; Accepted Apr. 25, 2013) 
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ストリーマ放電，果実・野菜，微生物，黄化，クロロフィル

野菜や果実は収穫後に追熟や老化あるいは腐敗等によ

って品質が低下するが，品質低下には生理・化学的特性

の変化や微生物が深く関与している。野菜や果実では呼

吸・蒸散作用やエチレン生成等の生理活性の抑制が品質

保持に効果的であり，抑制には温度・湿度管理や貯蔵環

境ガス制御等が適用され，また，微生物の抑制にも貯蔵

中の温度や環境ガス制御あるいはオゾンや次亜塩素酸ソ

* 1 干599-8531 大阪府堺市中区学園町1 1 
§ Corresponding author, E-mail : abe@plant.osakafu-u.ac.jp 
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ーダならびに電解水等が微生物的衛生管理技術ト6）とし

て適用されて，品質保持がなされている。しかし，すべ

ての野菜・果実の劣化や腐敗を完全には制御できないこ

とが現状である。

筆者らも強酸性電解水による果実・野菜の微生物制御

に関する研究を行っているが山），液体である強酸性電

解水が組織内に浸透し難いため，野菜表面の殺菌効果は
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みられるものの細胞間隙や維管束あるいはクチクラ層の

内部に存在する微生物の殺菌は困難である川）。しかし，

オゾンは気体であるために組織内部に浸透しやすく，殺

菌効果がありへオゾン水として処理しでも殺菌効果が

あるが10),11），処理濃度によって変色や変質が誘導される

報告9),1山 2）もあり，実用的なオゾン処理時には厳重な濃

度管理が必要とされている。

プラズマ放電のひとつであるストリーマ放電は電極間

全体が電離空間となる放電形態であり 1ペストリーマ放

電は強い高速電子を広い範囲に多量に供給して高い殺菌

性がある13）』）ので，安全性が確認されたうえで一般家庭

の空気清浄機や空調機に組み込まれている。

なお，ストリ｝マ放電による殺菌作用は，放電で生成

された高速電子が酸素や窒素を励起状態にした活性種を

生じ，酸化分解能力がある活性種が殺菌効果を有するた

めであると報告されている凶。

私たちは，ストリーマ放電の活性種による殺菌効果に

注目して，本研究では，ストリーマ放電を受けた貯蔵環

境ガスが果実・野菜の品質ならびに微生物に及ぼす影響

について調べた。

実験材料および実験方法

1.実験材料と切片の調製

( 1 ）実験材料 葉菜類（ネギ，レタス，パセリ，

シソ，ホウレンソウ）花菜類（ブロッコリー，ミョウ

ガ），果菜類（ナス，ミニトマト，ピーマン，キュウリ），

豆類（サヤインゲン，サヤエンドウ），幼植物体（大豆

モヤシ），ならぴに果実（レモン，オレンジ，スダチ，

サクランボ＼巨峰，デラウエアブドウ）の20品目を実験

材料とした。実験材料は，量販店で購入後，直ちに下記

の各貯蔵庫に数個体ずつ入れて，外観変化の調査ならび

に化学成分と微生物を測定した。

( 2 ）材料の使用部位と切片の調製 ストリーマ放電

による活性種の照射による殺菌効果を調べた実験では，

ホウレンソウの葉身部から 1cm× 1 cmの切片を調製して

供試材料とした。

2.貯蔵方法ならびに測定方法

( 1 ）貯蔵方法 20℃に設定した恒温室に 3個の貯

蔵庫（内容量： 82cm×52cm×144cm）を設置し，それぞ

れに循環器（ダイキン空気清浄機ACM75K-W，送風量

4.0ぱ／分）を置き，各貯蔵庫の条件を設定して実験区と

した。循環器は，ストリーマ放電ユニットとオゾン発生

機能装置ならびに送風機能を有するので，下記の 3実験

区を設定した。

ストリーマ放電を利用した鮮度保持においては，貯蔵

環境ガスによる殺菌作用を活用しているので，気体で殺

菌作用があるオゾンを含む空気による鮮度保持効果も調

べた。

対照区：循環器のストリーマ放電ユニットとオゾン

発生機能を取り除き，送風機能のみを作動。通常の空気

が庫内を循環。

ストリーマ区：循環器のオゾン発生機能を取り除き，

ストリーマ放電ユニットと送風機能を作動。ストリーマ

放電を受けた空気が庫内を循環。

オゾン区：循環器のストリーマ放電ユニットを取り

除き，オゾン発生機能と送風機能を作動。オゾン（0.1

ppmに設定）を含む空気が循環。

各庫内の温度は，果実や野菜の品質劣化や腐敗が生じ

やすい温度として20℃に設定した。

( 2 ）化学成分の測定

1 ）測定部位

生菌数；デラウエアブドウとピーマンならびにサヤイ

ンゲンでは，各試料の表層 1皿を測定部位とした。シソ

は葉身部全体を測定部位とし，ブロッコリーは花曹のみ

の生菌数を測定した。

化学成分；ブロッコリーは，花茎を除去し，花菅を供

試材料として下記の成分を測定した。

2）測定方法

生菌数；供試材料を滅菌したガラス板上で細かく切り，

試料を滅菌済みのポリ袋に約 1g入れた。袋ごとに重量

を正確に測定し，試料の 9倍量の滅菌水を加えて，スト

マッカー（オルガノ社， 80バイオマスタ）で60秒間破砕

い試料と滅菌水が均一に混ざるようにした。破砕後の

混濁液を 1m.e採り，滅菌水9mt!を加えて，試料を希釈し

た。この操作を連続的に行い，試料を段階希釈した。希

釈後の試料を滅菌シャーレに 1mt!ずつ注ぎ，滅菌した標

準寒天培地を流し込んで、試料と培地がよく混ざるように

穏やかに撹祥後に静置した。培地が固まった後に，シャ

ーレを反転して30℃で48時間培養した。その後，寒天培

地内に出現した 1平板あたりのコロニー数を数えて生菌

数とした。本実験で測定した菌数は，一般生菌数であり，

以下では生菌数と表記した。生菌数の測定は各区とも 3

反復で行ない，データは生体重 1gあたりの生菌数を対

数値 (log10CFU/ g）で示した。

クロロフィル含量；秤量した試料にアセトン40mf!

(80%）を加えて，冷却管を付けて10分間加熱（70℃）

後にブレンダーで破砕して漉過した。 i慮液を50rnf!に定容

後に，分光光度計でOD値を測定（645runと663run）し，

測定値からクロロフィル含量を計算した。

遊離アミノ酸含量；秤量した試料にエタノール40rnf!

(80%）を加えて，冷却管を付けて10分間加熱（70℃）

後にブレンダーで破砕して櫨過し，漉液を50rnf!に定容し

た。希釈した櫨液をニンヒドリン比色法（分光光度計で

OD値を計測）で定量した。

アスコルビン酸含量；冷却した 5%メタリン酸を秤量

した試料に加えて破砕して抽出後，ヒドラジン法で総ア

スコルビン酸（以下では，アスコルビン酸）含量を測定

（分光光度計でOD値を計測）した。

化学成分の分析は，各区とも 3反復で測定を行い，デ

ータは生体重100gあたりに換算して平均値を示した。
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結果および考察

1. ストリーマ放電で生成した活性種の照射による殺菌

効果

市販の空気清浄機では，ストリーマ放電によって生じ

た活性種が機内の循環空気の殺菌を行い，安全性確保の

ために機内でフィルターによって除去されるが，ストリ

ーマ放電によるシャーレ上の微生物への殺菌効果は報

告13).14）されている。しかし，野菜に対する殺菌効果を調

べた報告はないので，本実験ではストリーマ放電ユニッ

トで生成された活性種を野菜に照射した場合の殺菌作用

を調べた。文献13に記載されている試験機と同様にスト

リーマ放電ユニットで発生した活性種をシャーレ上のホ

ウレンソウ切片に直接照射できるようにして生菌数の変

7 
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Cont. DW EAW S-30 S-60 S-120 

Treatments of disinfection at 20℃ 

Fig. 1 Total viable bacterial counts (TVBC) of spinach 

sections ( 1 cm×1 cm) after disinfection with distilled 

water (DW, 30 sec.), electrolyzed acidic water (EA W, 

30 sec.), or streamer discharge air (S, 30 min.. 60 min., 

120 min.) 

Cont. : no treatment. 

Values are means of three replicates and bars represent S.E. 

化を調べ，結果をFig.1に示した。

照射前のホウレンソウ切片の生菌数は6.4 ± 0.1 (log10 

CFU/g，以下単位省略）であったが，ストリーマ放電

で生じた活性種による殺菌処理では， 30分： 5.9土0.1,

60分： 5.2±0.1,120分： 5.1±0.2であり，水洗（30秒）：

6. 0±0.1より除菌効果が高く，強酸性電解水（30秒）：

5. 2 ± 0.1とほぼ同等の殺菌効果があることを明らかにし

た。

照射2時間後のホウレンソウ切片では，組織の破壊や

緑色の退色等は全くみられなかった。

なお， 3実験区の貯蔵庫内の循環器のフィルターは取

り外しているので，ストリーマ区では貯蔵庫内に活性種

は存在するが，活性種の寿命は短いので，庫内に存在す

る活性種の密度は本実験より低い。

2. ストリーマ放電を受けた環境ガスでの貯蔵に伴う外

観変化

貯蔵3日間の外観変化の結果をTableIに示した。

パセリ，ミョウガ，ホウレンソウ，ナス，ミニトマト，

キュウリ，レモン，オレンジ，スダチ，サクランボの10

品目（グルーフ。A-a）では， 3日間の貯蔵中にほとんど

外観変化が認められず， 3区間の差異はなかった。ネギ，

レタス，サヤエンドウ（グループAb）は， 2日後に萎

凋が認められ，モヤシ（グループA-c）は 2日後に腐敗

したが， 4品目ともに 3区間の差異はなかった。

シソ，ピーマン，サヤインゲン，巨峰，デラウエアブ

ドウの 5品目（グループB）は，貯蔵3日間では対照区

とストリーマ区では，ほとんど外観変化が認められなか

った。しかし，オゾン区では，シソ：葉身に褐色の斑点

発生，ピーマン：：ガクの褐変，サヤインゲン：全体が褐

色に変色，巨峰とデラウエアブドウ：呆梗の褐変，が認

められ，他の 2区に比べてオゾン区における品質低下が

明らかであった。

ブロッコリー（グループC）は，貯蔵3日までに花菅

Table 1 Influences of storage in air (control), streamer discharge atmosphere (treatment I ) , or air containing 

ozone (0. 1 ppm, treatment II) on changes of appearance in vegetables and fruits at 20℃ 

Group A: No di妊erencein 3 samples 

Group A-a: No change of appearance during 3 days storage 

parsley, myoga zinger (Zingiber mioga Rosc.), spinach, eggplant, small tomato, cucumber, lemon, orange, sudachi 

(Citrus sudachi Hort.), cherry 

Group A-b: Wilting in 2 days storage 

green onion, lettuce, garden pea (Pisum sativum L.) 

Group A-c: Decay in 2 days storage 

beansprouts 

Group B: No change of appearance in 2 samples (cont. and treatment I ) and browning in treatment II during 3 days 

storage 

perilla (shiso, Perilla frutescens Britt.)-brown spots, bell pepper-browning of calyx, haricot bean (Phaseolus vulgaris 

L.)-browning, Kyoho grape and Delaware grape-browning of peduncle 

Group C : Yellowing in 3 samples during 3 days storage 

Rate of yellowing in floret of broccoli (Brassica oleraces var. botη1tis )-cont.キ treatmentII > treatment I 



が黄化したが，対照区とオゾン区での黄化より，

ーマ区の黄化が遅れた。

本研究では， 20品目を供試材料としたが，ストリーマ

放電を受けた貯蔵環境ガスが，すべての供試材料に外観

上の劣化を発生させることはなく，ストリーマ放電によ

る品質保持効果としては，黄化による品質低下が顕著で、

あったブロッコリーでみられた。

オゾン処理によって，イチゴでは果皮の変色が発生

しペカットキャベツでは表皮細胞の破壊が誘導され11),

ケヤキでは，クロロプラストのラメラ構造の破壊が促進

される 12）等の報告がある。本研究においても，シソの葉

身における褐色斑点，サヤインゲンの全体褐変，ピーマ

ンのガクの褐変，ならびにデラウエアブドウと巨峰の果

梗の褐変は，オゾン処理によって緑色が退色して褐変し

ており，オゾンはクロロプラストを破壊する能力を有し

ている 12）ので，これらの褐変現象はオゾンによって誘導

された可能性が高い。

オゾン区の 5品目において，褐変が発生して，対照区

やストリーマ区より鮮度保持期聞が短くなったことから，

青果物の品質保持管理技術としてオゾンを使用する場合

には，処理濃度や対象品目のオゾン耐性等も考慮する必

要がある。

3. ストリーマ放電を受けた環境ガスでの貯蔵に伴う生

菌数の変化

貯蔵中の外観変化において 3区間で差異がみられた 6

品目の生菌数を測定し， Fig.2ならぴ、にFig.3に示した。

オゾン区での品質低下が他の 2区より速かったシソ

（貯蔵当初の生菌数は7.5 ± 0. 2log10CFU/g，以下単位省

略） (Fig.2-A），ピーマン（4.3 ± 0. 2) (Fig. 2-B），サ

ヤインゲン（6.1±0.1) (Fig. 2-C），デラウエア（4.1

± 0.1) (Fig. 2-D）の 4品目共に，貯蔵3日間における

生菌数の変動が少なく， 3区間の差異はほとんどみられ

なかった。巨峰の生菌数の変化は，デラウエアブドウと

同じ傾向であった（図によるデータの表示はない。）。

3区間の生菌数に差異がみられなかったことから，生

菌数の測定部位と褐色の斑点発生部位が同じであるシソ

ならぴに個体全体が褐変したサヤインゲンの褐変は，微

生物が関与するのではなく，オゾンによる生理障害ある

いはガス障害と考えられる。

ブロッコリーの貯蔵当初の生菌数（Fig.3）は4.7土

0.2であったが， 3区ともに貯蔵中に増加し，黄化が遅

れたストリーマ区の増加が最も遅く，対照区とオゾン区

はほぼ同様の傾向で増加した。

本研究では， 5品目においてオゾン区とストリーマ区

共に明確な殺菌効果はみられなかった。その理由として，

オゾン区では表面が殺菌されても，生菌数の測定部位に

組織内部が含まれることが考えられ，ストリーマ区でも

組織内部が測定部位に含まれたことやストリーマ放電に

よる活性種は殺菌作用を有する（Fig.1）ものの，寿命

が短いために活性種が青果物に直接照射される量が少な

( 34 ) 
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A-perilla, B-bell pepper, C-haricot bean, D”Delaware grape. 

Values are means of three replicates and bars represent S.E. 

かったためであろうと考えている。

筆者らは，強酸性電解水で処理したカットブロッコリ

ーでは貯蔵に伴う黄化が遅れ，黄化には生菌数が関与す

る可能性が高いと報告15）しており，バナナの切片におい

ても生菌数が少ない切片では果皮の黄化が遅れることを

報告16).17）している。本研究においても，ブロッコリーへ

のストリーマ放電を利用した殺菌処理が生菌数の増加を

抑制するのみならず，黄化を遅らせることを明らかにし

たことから，ブロッコリーの黄化には微生物が関与する

可能性が示唆された。

4. ストリーマ放電を受けた環境ガスでのブ口ッコリー

貯蔵に伴う化学成分含量の変化

ストリーマ区のブロッコリーは，他の 2区より黄化が

遅れたので，品質評価指標である下記の 3成分を測定し
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Fig . 4 Influences of storage in air ( 0 ) , streamer 
discharge atmosphere （・） • or air containing ozone （ム，
0. 1 ppm) on contents of chlorophyll in a floret of 

broccoli stored at 20℃ 
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Fig . 3 Influences of storage in air ( 0 ) , streamer 
discharge atmosphere ( e), or air containing ozone （ム，

O. lppm) on total viable bacterial counts (TVBC) in a 

floret of broccoli stored at 20℃ 
Values are means of three replicates and bars represent S.E. 

Fig . 5 Influences of storage in air ( 0 ) , streamer 
discharge atmosphere ( e), or air containing ozone （ム，

0. lppm) on contents of free amino acids in a floret of 

broccoli stored at 20℃ 
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Values are means of three replicates and bars represent S.E. 
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Fig . 6 Influences of storage in air ( 0 ) , streamer 
discharge atmosphere （・）, or air containing ozone （ム，

0. lppm) on contents of ascorbic acid in a floret of 

broccoli stored at 20℃ 

Values are means of three replicates and bars represent S.E. 
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( 1 ）クロロフィル含量 3区間で黄化速度に差異が

みられたので，クロロフィル含量変化をFig.4に示した。

貯蔵当初のクロロフィル含量は， 23.5mgで、あった。 3

区とも花菅の黄化に伴って含量は減少したが，黄化が抑

制されたストリーマ区の減少が他の 2区より遅れた。

( 2）遊離アミノ酸含量 筆者らは，葉菜類（11品

目）で、は収穫後の黄化に伴って遊離アミノ酸含量が増加

することを報告凶しており，花菜類であるブロッコリー

においても黄化に伴って遊離アミノ酸含量が増加する可

能性があるので測定し，結果をFig.5に示した。

貯蔵当初のブロッコリーの遊離アミノ酸含量は， 21mg

であった。ブロッコリーにおいても，遊離アミノ酸含量

は黄化に伴って増加したが，黄化が抑制されたストリー

マ区の増加が最も遅かった。

( 3 ）アスコルビン酸含量 ブロッコリーの貯蔵に伴

うアスコルビン酸含量の変化をFig.6に示した。

貯蔵当初のアスコルビン酸含量は， 140mgであった。

クロロフィル含量の変化と同様に， 3区とも花菅の黄化

に伴って含量が減少したが，黄化が抑制されたストリー

マ区の減少が他の 2区より遅れた。

本研究では，ストリーマ放電による活性種によって殺

菌された清浄な空気を貯蔵環境ガスとするストリーマ区

では，ブロッコリーの黄化が抑制され，品質評価指標で

ある化学成分の変化ならびに一般生菌の増加も抑制され

ることを明らかにした。

ストリーマ放電を受けた貯蔵環境ガスによる品質保持

効果は，短期間の貯蔵で発生しやすい品質低下要因であ

る黄化の抑制としてブロッコリーでみられたが，小型の

ストリーマ放電ユニットによる環境ガスの微生物を制御

する技術は適用範囲が広いため，貯蔵庫内で多量の処理

が可能，荷姿や重量・形態等に関係なく適用が可能，耐
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水性のない段ボール等の箱詰め後にも処理が可能，貯蔵

庫のみならずトラック等による流通過程でも適用が可能

である。

要約

本研究では，野菜（14品目）と果実（ 6品目）の品質

保持と微生物制御に対するストリーマ放電を受けた貯蔵

環境ガスの影響を調べた。

通常の空気が循環する対照区，ストリーマ放電を受け

た空気が循環するストリーマ区，オゾン（O.lppm）を

含む空気が循環するオゾン区を設定し， 3区とも貯蔵温

度を20℃とした。

パセリ，ミョウガ，ホウレンソウ，ナス，ミニトマト，

キュウリ，レモン，オレンジ，スダチ，サクランボで

は， 3日間の貯蔵中にほとんど外観変化が認められなか

った。ネギ，レタス，サヤエンドウは 2日目に萎凋が認

められ，モヤシは 2日目に腐敗した。 14品目ともに 3区

間の差異はみられなかった。

シソ，ピーマン，サヤインゲン，巨峰，デラウエアブ

ドウは，貯蔵3日間では対照区とストリーマ区では，ほ

とんど外観変化が認められなかった。しかし，オゾン区

では，シソ：褐色の斑点発生，ピーマン：ガクの褐変，

サヤインゲン：全体が褐色に変色，巨峰とデラウエアブ

ドウ：果梗の褐変，が認められ品質低下が明らかであっ

た。

ブロッコリーでは，ストリーマ放電を受けた環境ガス

で貯蔵すると，対照区やオゾン区より黄化の進展と生菌

数の増加が遅れ，アスコルビン酸含量とクロロフィル含

量の減少が抑制され，遊離アミノ酸含量の増加が遅れた。
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