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光触媒を利用した切り花の品質保持

曽我綾香・原康明・吉田誠

Improvement of the vase life of cut flowers with photocatalyst 

Ayaka SOGA，Yasuaki HARA and Makoto YOSHIDA 

摘要

酸化チタン光触媒の有機物分解能を，切り花品質保持方法のーっとして利用する可能性を検討した.切り花を

あらかじめ浸けて微生物を繁殖させた水に酸化チタン粉末を添加し，紫外線を照射したところ，水中の微生物数

が減少した.さらに，水に酸化チタンと糖を添加してパラ切り花を生けたところ，花持ちが長くなり，開花が促

進された.次に，このシステムを実用化するために，紫外線発光ダイオードと光触媒担持体を同一容器内に収め

た小型の溶液浄化装置を開発し，切り花をショ糖溶液に浸けた中に試作機を入れ，品質保持効果を検討した.

パラ切り花では花持ち日数の延長，開花促進，生け水中の微生物増殖抑制等が認められた.

用ヒマワリでは切り花重の増加や花持ち日数の延長が認められ，試作機による切り花の品質保持期間の延長が可

そ

また切り花の結果，

能であると考えられた.

ヒマワリ切り花パラ切り花，キーワード:光触媒，花持ち，小型溶液浄化装置，

Summary 

Photocatalytic titanium dioxide (Ti02) that can nonspecifically degrade organic materials was applied to extend the vase life of cut 

flowers in combination with UV light irradiation and sucrose addition. The number of bacteria in the water in which cut flower had been 

put remarkably decreased when treated with 0.01 % (w/v) of photocatalytic Ti02 powder under continuous agitation. Cut ros巴 flowers

W巴retreated with Ti02 powder in th巴presenceof 1 % sucrose， resulting in the significant extension ofthe cut flower longevity. Then， we 

developed a small device equipped with UV -LED and photocatalytic materials to put this system to practical use. When cut rose flowers 

were applied to this device， the vase life longevity extended 2 to 4 days due to the suppression ofbacterial growth in vase water. 

Key words: photocatalyst， vase life， small solution purifier， cut rose， cut sunflower 

的は異なるが，エチレンなどの植物ホルモンによる老

化の抑制や適切な水分状態の維持，開花に必要なエネ

ルギーの供給が主な対策で、ある.水分状態の維持とし

て，切り花を水に浸けたままで出荷，輸送，販売を行

うと品質保持効果があることが報告されている(市村

2011) .このように，切り花に水を供給しながら流通さ

せる方法を湿式輸送という.中でも，出荷容器に再利

用可能なパケットを用いる方法をパケット輸送と呼び，

パラ等を対象に普及が進んでいる(市村 2011).また，

緒言

消費者が切り花に最も期待する要因は花持ち性で

さまざまなアンケート調査などにより示

そのため，最近では市場で花持ち試験を

行ったり，小売!苫などで切り花に日持ち保証を付けて

販売することも試みられている(市村 2012).切り花

の品質保持の方法は，生産者による出荷前処理から市

場や小売居への流通を経て，消費者が購入した後まで

それぞれの段階で行われるものがある.各段階での目

あることが，

されている.
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切り花の収穫後生理を利用した方法として糖を吸収さ

せると，品質保持期間が延長する，花色の発現が良好

になるなどの効果が報告されており (Ichimuraet a1 

1998， 2003)，切り花の浸け水に糖などを含む処理剤を

用いる方法も行われている.我々のグループ。でもパラ

切り花中の糖濃度の変動，糖処理の効果について研究

を行い，連続した糖処理が明らかに切り花の品質保持

期間を延長させることを確認した(曽我ら 2005).一

方で，パケット輸送は浸け水中で微生物が繁殖すると

切り花の吸水を妨げ，却って品質保持期聞が短くなる

という問題がある.そのため抗菌剤の使用が欠かせず，

コストの面で課題がある.さらに湿式輸送中の切り花

浸け水中への糖の添加も，微生物繁殖を増長させる恐

れがあり，あまり行われていなし、-しかしながら，抗

菌剤と糖を組み合わせた処理を継続して行うと，パラ

切り花で高い品質保持効果が得られたとの報告があり

(Ichimura and Shimizu-Yumoto 2007)，実際の流通ルー

トでの試験でも効果が確認されている(市村ら 2008). 

ところで，当所では，光触媒の農業利用研究を行っ

ており，農薬廃液の処理や養液栽培での培養液の浄

化・再利用を検討している (Miyamaet a1 2009，深山

ら 2012).光触媒とは光エネノレギーを吸収して化学反

応を加速させる触媒である.光触媒は紫外線が照射さ

れると強力な酸化力を生じ，接触した有機物を二酸化

炭素や水にまで分解する作用があり，既に実用化され

ている空気清浄機や抗菌タイノレなどの抗菌効果は，菌

の細胞膜などの一部が光誘起分解反応によって壊れ，

機能低下を引き起こすためと考えられている(野坂・

野坂 2004，砂田ら 2006).現在流通している光触媒応

用製品の多くには酸化チタンが使われている(橋本・

藤嶋 1998).

そこで本研究では，酸化チタン光触媒の有機物分解

(抗菌)能力による切り花浸け水中の微生物増殖抑制

が，切り花の品質保持効果をもたらす可能性と，糖の

供給による品質保持期間延長の効果を併せて検討し，

これらによる切り花の品質保持効果を確認した.さら

にこのシステムを実用化するため，小型溶液浄化装置

を開発して試作機による切り花の品質保持効果を検討

したので併せて報告する.

材料及び方法

1.酸化チタン光触媒による切り花浸け水中の微生物

の増殖抑制

あらかじめパラ切り花を浸け，水中に微生物を増殖

させた水を用意した.これを 9cmシャーレに 20m1 

ずつ入れ，光触媒として酸化チタン (P-25)を

0.01 %(W/V)添加し，ブラックライトにより紫外線(最

大波長 352nm)を上から照射した.この時の紫外線量

は 1.4mW/cm2であった。添加した酸化チタンは時間が

経っと沈殿するため，71<を撹持して沈殿を防ぐ区(TiO2 

撹持区)と撹持しない区(Ti02非撹持区)を設けた.また，

酸化チタンを添加し，暗黒条件下に置いた区(Ti02暗黒

区)と，酸化チタンを添加せず紫外線照射のみの区(UV

区)も設けた.微生物数の変化を調査するため水を経時

的に採取し，ベトリフィルム培地(3M製 AC6400)で培

養後，生菌数を計測した.

2. 光触媒存在下でのショ糖溶液中の糖の組成と濃度

の調査

切り花の品質を保持する方法として，切り花浸け水

への数種の糖類の添加が有効で、あることが明らかにな

っている (Ichimuraand Hiraya 1999，曽我ら 2003). 

そこで，光触媒存在下での糖溶液中の糖の挙動を調ー

査した.ショ糖溶液を 25m1ずつ 50m1の三角フラス

コに入れた.ショ糖濃度は，パラやカーネーション切

り花等に対する糖供給試験の過去のデータや文献と比

較できるように， 1 %(w/v)とした.処理区は，酸化チ

タン濃度を 0.005%および 0.01%(W/V)の 2種類とし，

撹枠有無の区(撹枠 UV区，非撹枠 UV区)を設け，ブ

ラックライトにより紫外線を照射した.また，酸化チ

タンを添加し，暗黒条件下に置く区(Ti02暗黒区)と，

酸化チタンを添加せず紫外線照射のみの区(UV区)を

設けた.経時的にサンフ。/レを採取し，糖の組成や濃度

の変化を高速液体クロマトグラフ (HPLC・島津 LC10A

システム)により分析した.

3.切り花品質保持に及ぼす糖と光触媒の影響

光触媒存在下で，切り花を糖溶液に浸けて，品質保

持期間を調査し，光触媒と糖の併用による品質保持効

果の可能性について検討を行った.

パラ‘テレサ'は 2004年 3月に秦野市内の生産農

家より入手した.収穫後，直ちに当所へ運び， 5 ocで
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一晩水揚げした.長さ 40cmに切り戻して試験に供し

た試験区は，①水のみ(水区)，②糖のみ添加(ショ

糖区)，③酸化チタンのみ添加(Ti02区)， ④酸化チタ

ン ・糖添加(Ti02+ショ糖区)の4区と した.糖の添加

は 1%(W/V)ショ糖で，酸化チタン添加は 0.01%(W/V) 

とした.各区， 300 mlフラスコに切り花を 3本ずつ生

け 3反復で試験した.これらを，温湿度を制御しな

い室内でフラスコにのみ日光が当たるように置き，品

質保持日数，開花状況として花径を調査した.この時

の紫外線量は晴天時の日中で 0.8"'1.0mW/cm2であっ

た.

4.小型溶液浄化装置の試作

酸化チタン光触媒の有機物分解能と，糖処理を組み

合わせた切り花の品質保持方法を実用化するために，

装置化を検討した.ここでは，製品化されている光触

媒担持体を用いた.酸化チタンの活性を励起するため

には紫外線が必要であるが，上記試験のように花を生

ける容器の外側から照射することは、容器が光を透過

させない場合には不可能である.また，太陽光由来の

紫外線利用は安定的，継続的な効果が得られにくい.

そこで，電池等を電源とする紫外線発光ダイオードを

紫外線源とした.これらを収める容器は円筒形で，大

きさは直径 3.2cm，高さ 5.3cmで，光触媒担持体は4

種類を供試した(表 1) . 

表 1 供試した光触媒担持体

試験区 形状 主たる基盤材質

1 球状 シリカゲル
2 網 アノレミ

3 ハニカム 紙

4 織布 ポリエステル+レーヨン

これらを容器の内径に合わせて切り出して容器内に水

平に収め，発光ダイオードは照射する紫外線が光触媒

担持体に当たるように配置した.このときの担持体へ

の紫外線 LEDの照射量は 1.4-1.5mW/cm2であった.ま

た，容器には直径 3mm程の穴を複数開け，水中に入

れると水が出入り可能な状態とし，容器底面には水中

で安定するように重りを付けた(図 1) . 

側面には水が
通る穴を開け

ている
光触媒担持体

図 1 小型溶液浄化装置試作機の模式図

5.小型溶液浄化装置試作機による切り花品質保持試

験

(1)バラ バラ‘テレサ'は秦野市内の生産農家より

入手した.収穫後，直ちに当所へ運び，5 ocで一晩水

揚げし， 40 cm 長さに切り戻して試験に供した.

1 %(W/V)ショ糖溶液 300mlを入れたビーカーに，パラ

切り花 3本と装置を入れた.装置の担持体は 4種類供

試し，それぞれ紫外線照射有無の区 (UV+区及び UV

一区)を設けた.また，装置に対する外光の影響を排

除するために，ビーカーを遮光した.対照に装置を入

れない区 (対照区)を設けた.浸け水の交換は行わず、

室温 23oc、湿度成りゆきの条件下に置いた.切り花

重量，開花状況，品質保持日数を調査し，生け水中の

微生物数はベトリフィルム培地(3M製 AC6400)で培養

後，計測した.

(2)切り花用ヒマワリ 当所で育苗箱栽培した‘サン

リッチマンゴ-50'は収穫後，長さ 40cm に揃え，

0.5 %(W/V)ショ糖溶液 300mlに4本生けた.装置の担

持体は前述の試作機で用いた試験区 2を使用した.装

置有無の区(装置区及び対照区)を 2反復ずつ設けた

浸け水の交換は行わず，室温 22oC，相対湿度 55-60% 

の条件下に置いた.切り花重量，花持ち日数を調査し

た.

結果

1. 酸化チタン光触媒による微生物の増殖抑制

生け水中の生菌数は，試験開始時には 2.0X 105 

CFU/mlであった.微生物数は酸化チタン撹祥区にお

いて， 24時間後には 1.0x 103 CFU/mlに減少し， 72

時間後まで減少が続いた.酸化チタン無撹持区は撹枠

区に比べて 48時間後までは減少ベースが緩やかであ

ったが， 72時間後にはほぼ同等に減少 した.紫外線照

射のみの区でも減少したが，酸化チタン区の微生物数
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減少には及ばなかった.暗黒下での酸化チタン添加区

では微生物数は変化しなかった(図 2). 

2.光触媒存在下での糖溶液中の糖の挙動

酸化チタン添加区では，いずれもショ糖の濃度が低

下したが，酸化チタン無添加(UV区)，及び酸化チタン

暗黒区では糖濃度に変動はなかった.酸化チタン添加

濃度は 0.01%が 0.005%よりも分解を早めたが，添加

濃度よりも撹祥がショ糖の分解速度に寄与した.しか

し，濃度低下が最も早かった酸化チタン 0.01%・撹祥

区でも，ショ糖が HPLCで検出されなくなるまでに，

14日程度かかった(図 3).HPLCによる分析では，

分解の中間産物として，果糖やブドウ糖と推察される

ピークや，未知のピークも検出された.
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図 2 酸化チタン処理による切り花浸け水

中の微生物数の変化
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図 3 酸化チタン処理によるショ糖溶液濃度の変化

3. 切り花品質保持に及ぼす糖，微生物及び光触媒の

影響

糖を添加した区は，花の展開が良く，水に生けた区

よりも最大花径が大きくなった.特に酸化チタン・ショ

糖添加区では，開花の進みと揃いが良く，花持ち日数

は 14日以上と他の区よりも 3日程度長かった.また，

ショ糖単独処理区も水のみの区よりも花持ちが延長さ

れる傾向が見られた.一方で，酸化チタン単独処理区

では十分に開花しなかった個体が水のみの区よりも多

く見られた(図 4，表 2). 

図 4 各処理がパラ切り花の品質保持に及ぼす

影響(試験開始 14日後)

表2 バラ 「テ レサ」切り花の品質に及ぼす各処理の影響

処理 花持ち日数(日)最大花径(rrun)'

水のみ 10.7 95.3 a' 
ショ糖 1%溶液 12.2 102.3 a 

水+酸化チタン0，01% 1l. 6 99. 0 a 

ショ糖溶液+酸化チタン 14日以上y 112.3 b 
z 試験開始 13日後に開花指数(秘から満開までを 10段階に分けた) 9以上に

遣した花の平均値 y: 11日で試験を終了 x異なる符号問で l拓本司自で干i.tt2引Tり

4. 小型溶液浄化装置試作機による切り花品質保持試

験

(1)パラ 光触媒担持体 4種類をそれぞれ用いた装置

を試作し，パラ切り花を生けて試験した.UV+区は，

担持体の種類にかかわらず，対照区，UV 区より，花

持ち 日 数が 2 ~ 4 日延長した(表 3 ) .また，切り花の

重量は， UV+区で開始時比約 120%まで増加した(図

5) .開花状況は， UV+区で開花指数 10に達する個体

がほとんどであったが，対照区， UV一区は開花指数 7

~9 で(図 6) ，十分な開花に至らない個体が散見され

た.生け水中の微生物数については，試験開始 2日後

は， UV+区が UV 区よりも少なし、傾向だったが， 5 

日後には差は認められなかった.また対照区との差も

認められなかった (表 4)



小型溶液浄化装置使用時の切り花
生け水中の微生物数の変化

微生物数(x104CFU/ml) 

2日後 5日後

UV+ UV- UV+ UV-

1 12 157 25 131 

2 6 34 57 27 

3 3 10 32 64 

4 10 92 94 38 

平均 7. 8 73.3 52. 0 65.0 

21 

表 4
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処理区z

表 3 試作装置を浸け水に投入した
パラ切り花の花持ち日数

花持ち日数

処理区Z UV+ UV 

1 14 10 
2 13 9 

3 13 9 

4 12 9 

平均 13.0 9.3 

82 対照 一 3 

z:処理区(担持体)は表 1を参照

11 対照

z:処理区(担持体)は表 1を参照

試験開始

しおれが確認され

装置区の

(2)切り花用ヒマワリ 切り花重の変化は，

後 3日固まで、は装置区の方が増加割合が高かったが，

どちらも 7日目までには減少し，ほぼ同等になった(図

7).観賞可能期間は花弁の落下，

るまでとして観察したところ，

ほうが観賞可能花数が多い傾向だった.しかし，

後はどちらもしおれや花弁の落下が進んだ(図 8) . 
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7日目まで，
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考察

切り花の品質保持方法の検討は，多種類の切り花を

対象に行われている.品質保持期間の延長とは，その

観賞価値を長く保てるようにすることである.観賞価

値が失われる最大の原因は老化である.老化を引き起

こす原因の一つで、あるエチレンの作用抑制のために使

われる STS(チオ硫酸銀錯体)は広く普及し，エチレ

ン感受性の花きであるカーネーションやスイートピ一

等は出荷前に STS処理することにより花持ち期間が劇

的に延長する(大川ら 1985，宇田ら 1989).エチレンが

老化の大きな要因とならないパラ切り花等では，水分

ストレス緩和や糖質供給が有効で、あることが少なくな

い (Ichimuraet al 2002) .本研究ではこれらに着目した

切り花の品質保持方法について酸化チタン光触媒の利

用可能性を検討した.酸化チタンによる微生物の増殖

抑制試験では，あらかじめ水中に微生物を繁殖させた

試料の中に酸化チタンを添加し，紫外線を照射したが，

24時間で生菌数を大きく減じていた.酸化チタンは紫

外線が照射されると直ちに光触媒の活性が励起される

ことから，切り花を水に浸けた直後のような微生物数

のより少ない状態での増殖抑制効果も十分あると考え

られた.また，酸化チタン無添加区では，紫外線その

ものが微生物に対して殺菌効果を示したが，酸化チタ

ン添加による殺菌効果はそれを上回った.

酸化チタン存在下での糖溶液中の糖類への影響の

評価では，酸化チタン添加区では，いずれもショ糖の

分解が確認された.ショ糖が HPLC分析によって検出

できなくなるまでには，最も早かった区でも 14日程度

かかった.微生物と糖いずれの試験でも撹搾した方が

数と濃度の低下が早く，撹枠により酸化チタンとこれ

らの有機物が接触する確率が高くなり，分解がより早

く進んだためと思われる.また，微生物はその一部が

分解されると死滅するのに対し(野坂・野坂 2004)， 

糖が酸化チタンと接触しても，その構造が急激に崩壊

することはないと考えられることから，菌数の減少と

糖の濃度低下の速さに差違が現れたものと考えられた.

殺菌効果が得られた光触媒の濃度で，糖の分解にはあ

る程度の時間がかかるということは，切り花に継続的

に糖を供給した方が花持ち効果があるという既知の報

告に基づくと，好都合である.また，ショ糖は 2糖類

であり，ブドウ糖と果糖が結合して構成されでいる.

このため，ショ糖が加水分解するとこれらの糖を生じ

ることから，酸化チタンによる分解過程においてもブ

ドウ糖や果糖が生成される可能性がある.ブドウ糖や

果糖も植物体には普遍的に存在し，切り花の花持ちに

効果があることも知られていた(市村 2011).したが

って，酸化チタンの有機物分解能を利用すれば，切り

花浸け水中の微生物の増殖を抑制でき，加えて長期間

供給し続けたい糖は急激に分解されずに溶液中に残存

する，とし、う効果が期待できる.実際，本研究でこれ

ら2つを組み合わせて切り花の花持ちを検討したとこ

ろ，水に酸化チタンのみ，あるいは糖のみを添加した

溶液に浸けるよりも切り花の花持ち期間を延長できた.

なお，酸化チタン単独処理区の開花率が劣った原因は，

試験初期に茎切り口に酸化チタン粉末が付着したこと

による吸水不良の影響と考えられた.茎切り口への酸

化チタン粉末付着による吸水阻害については，粉末で

はなく担持体を利用すれば解決できるものと思われる.

そこで，このシステムを実用化するために装置化を検

討した.

その結果，粉末状の酸化チタンは，撹枠しないと沈

殿し，切り花を浸けた試験では茎の切り口に付着し，

去pって吸水を阻害するという問題が生じた.また，粉
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末状で浸け水に添加すると，使用後に回収，再利用す

ることが難しい.そこで光触媒担持体を用いることに

した.担持体は種々の目的のために作製されており，

基材，光触媒の種類，担持方法などが異なる.今回は

入手できたさまざまなタイプの担持体をそれぞれ試作

装置に組み込み，実際にショ糖溶液に投入し，パラ切

り花を生ける試験を行ったところ，花持ち日数の延長

や，切り花重の増加，開花促進で効果が確認できた.

一方，微生物の増殖抑制については，完全に抑制した

と結論づけることはできなかった.宇田ら(1989)の報

告によれば，生け水の細菌数が 105cell/ml以上になる

とパラ切り花の花持ちの低下が起こり， 107 cell/ml以

上では極端に低下する.今回は，試験開始 5日後で各

区とも 105'"'-'106CFU/ml程度で，装置なしでも微生物

数に差は認められなかった.装置を投入し，紫外線有

無で比較した場合では試験開始2日後の微生物数の差

が吸水量に影響し，切り花重量や開花状況の差につな

がったと推察された.試作装置に用いた UV-LEDの照

射範囲がランプのほぼ直下であったため，光触媒担持

体全体に紫外線が十分照射されず，機能が十分に発揮

されなかった可能性もあり，装置改良と微生物増殖抑

制効果，微生物以外の切り花切り口からの有機物等の

影響ついてさらに検討が必要である.また，切り花用

ヒマワリについては，小型溶液浄化装置の使用によっ

て切り花重の増加促進の効果が認められ， これが 7日

目までの観賞可能な花の割合の差違に作用したと考え

られた.

今回，エチレン感受性花きであるカーネーションや

スイートピーでの装置適用の検討は行わなかった.一

方でSTS処理と糖処理の組み合わせによるスイートピ

ーの花持ち延長については報告があることから

(Ichimura and Hiraya 1999)， STS処理を前提とした

使用ならば装置使用の効果が期待される.このように，

切り花の種類によって，適切な処理のタイミングや条

件は様々である.今後は，装置適用拡大のための切り

花の検索や，種々の切り花の各々に適した装置使用時

の糖溶液の種類や濃度などの検討が必要である.
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