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This study examined the influence of carrot disinfection with electrolyzed acidic water (EA W) on 

the distribution of microorganisms on each tissue， the changes in microorganisms distribution during 

storage， and e妊'ectivedisinfection methods using carrot sections. When carrots were disinfected by 

dipping in EA W， total viable bacterial counts (TVBC) in the cortical layer as well as in the phloem 

and xylem decreased. During storage， the TVBC in each part of the carrot increased; however the 

increase was delayed in disinfected carrots. The highest disinfection e妊ecton carrot sections prepared 

from the cortical layer， phloem， and xylem was observed with sodium hypochlorite solution， followed 

by EA W， and then purified water. Substitution of air in the intercellular spaces of the phloem and 

xylem with EA W enhanced this disinfection effect， resulting in a significant reduction of in TVBC in 

the xylem section. This substitution also increased CO2 production. 

(Received Dec. 13， 2012 ; Accepted Apr. 25， 2013) 
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果実・野菜の品質劣化には生理・化学的変化のみなら

ず，微生物が深く関与しており，貯蔵中の温度・湿度や

環境ガス制御あるいはオゾン・オゾン水や次亜塩素酸ナ

トリウムならび、に電解水処理等が微生物的衛生管理技

術ト6)として実用面で適用されて，品質保持が図られて

いる。筆者らも，強酸性電解水(以下では電解水と記

述)川)やストリーマ放電技術吋こよる，果実・野菜の流

通過程における微生物制御に関する研究を行っているが，

果実・野菜には外部のみならず内部組織にも微生物が存

在するので完全な殺菌方法は確立されていない。

ニンジンは，主な可食部が根部であり，土壌に接して

いるために，栽培条件によって微生物密度が大きく異な

り101，外部のみならず個体内部にも多くの微生物が存在
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する札5)，10)が，調理・加工のみならず微生物による汚染

が生じやすいカット野菜として利用されることが多い。

カットニンジンでは，切片の形状が異なると腐敗速度に

差異が生じ，木部は師部よりも微生物密度が低いが，師

部より腐敗しやすい1山九筆者らは，師部は木部よりも

生理活性が高く，癒傷組織であるカルス形成速度も速い

ことが，腐敗速度が異なる理由であると報告団しており，

各組織は生物学・組織学的あるいは食材として異なった

特性を有している。

電解水による殺菌処理時に超高速振動を併用すること

によって電解水が微生物に接しやすくなり，ミツバ凶や

カットキャベツ 15)では殺菌効果が高まり，カットキャベ

ツ15)では，切片への電解水の浸透が殺菌効呆を高めるこ
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とを報告しており，ニンジン切片においても電解水を組

織に浸透することによって微生物密度を低下させる可能

性がある。

しかし，ニンジン個体への電解水による殺菌処理が各

組織内の微生物に及ぼす影響を詳細に調べた報告はなく，

各組織から調製したニンジン切片に対する殺菌効果を調

べた報告もない。

本報では，ニンジン個体への電解水処理が各組織の微

生物分布に及ぼす影響を明らかにすると共にニンジン切

片を材料として効果的な殺菌方法を調べた。

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 大阪府立大学附属農場で慣行栽培

された収穫直後のニンジンを水洗して，供試材料とした。

( 2 )材料の使用部位 ニンジンは植物組織学的に特

徴ある組識を有しているので， Fig.1に示した表層部，

師部，維管束，木部の各組織を実験に使用した。

( 3 )切片の調製

切片 1，直径10凹のコルクボーラーを個体の表層に直

角に貫入して円柱の組織を取り出し，円柱から厚さ 1

mmのディスクを調製した。最外層のディスクを皮層部

切片，それに次ぐ 2枚目から維管束外面までのディスク

を師部切片，維管束部のディスクを維管束切片，維管束

内面から中心部までのディスクを木部切片とした。

切片1I，組織密度 (Table1 )を測定するために，師

部と木部から 1cmx1cmx 1cmの立方体の切片を調製し

て，生鮮重と乾燥重を秤量した。

2.貯蔵方法

洗浄あるいは殺菌処理したニンジンの水分を拭き取り，

軽く乾燥させてから， 6本を有孔ポリエチレン (30cmx 

40cm，厚さ0.03mm) で包装して， 20'Cで貯蔵した。両区
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Fig. 1 Tissue of carrot for measurement of total viable 

bacterial counts (TVBC) 

A and E: Cortical layer， B and D: Phloem， C: Xylem. 

ー一一一 Vascular bundle. 

共に 6包装を貯蔵し，適宜，一般生菌数(以下，生菌

数)の測定に使用した。

なお，本報では処理後の貯蔵温度を20'Cとしたが，果

実・野菜を低温で貯蔵しでも短期間であれば生菌数は増

加しないので，微生物が増加しやすい温度域での効果を

調べた。

3.処理方法

( 1 )殺菌方法 殺菌方法として， 2方法を設定し，

対照区は使用時に加熱滅菌した純水による処理とした。

電解水区;下記の電解水で処理。

次E塩素酸ナトリウム区;次亜塩素酸ナトリウム(有

効塩素濃度200mg/kg)で処理。

対照区;純水で処理。

電解水は，強酸性電解水(ホシザキ電機製電解水生成

装置ROX-20T A， pH2.7以下，有効塩素濃度30mg/kg)

を使用した。

処理時間は， 3区共に30秒とした。

( 2 )置換処理 切片内の気相と液層の置換は，電

解水あるいは純水で、行った。

置換処理は，吸引櫨過ビン (100mR) に各30mf!の純水

あるいは電解水を入れた後に，それぞれに各15個の切片

Iを浸漬し，容器上部の空気を脱気後に減圧状態を常圧

に戻すことによって行った。減圧中は，切片の細胞間隙

等に由来する気泡が生じるが，気泡が生じなくなるまで

脱気を行い，常圧に戻した時点で、切片が水浸状になった

ことから，切片の細胞間隙の気相が液相に置換されたも

のとした。

( 3 )測定

1 )測定部位:切断面 (Fig.1) の生菌数の分布を調

べた実験では，ニンジン個体を鋭利な包丁で切断して，

切断面表層部の組織(1 mm) の生菌数を測定した。

切片あるいは個体内の生菌数を測定した実験では，上

記の切片 Iを使用した。

二酸化炭素排出量を測定した実験は，上記の切片 Iを

使用した。

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，

試料を滅菌済みのボリ袋に約 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

し，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 1mf!採り，滅菌水 9mf!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 1mf!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

穏やかに撹枠後に静置した。培地が固まった後に，シャ

ーレを反転して30'C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

体重 1gあたりの生菌数を対数値(logIOCFU/g) で示

した。
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なお，置換処理を行った実験では，処理によって細胞

間隙の気相は純水か電解水に置換され，切片が重くなる

ので，置換処理前の秤量値を基準に生菌数を計算した。

二酸化炭素排出量:秤量した切片 1 (15個)を50mf!容

積のガラス容器に密閉し，静置 (20
0

C) した。保持 1時

間後に，容器内の気相を撹#後に注射器で採取し，ガス

クロマトグラム機器を用いて濃度を測定した。二酸化炭

素排出量は，ニンジンの生重量 1kgあたりの生成量とし

て表した。

両項目は 3反復で測定を行い，データは平均値を示し

た。

結果および考察

1.ニンジン個体に対する殺菌処理効果

( 1 )外 観 ニンジン個体を純水で洗浄あるい

は電解水で殺菌処理を行ったが，外観の変化は全くみら

れなかった。

( 2 )切断面の微生物密度 洗浄あるいは殺菌したニ

ンジン個体を滅菌したガラス板の上に置き，滅菌したス

テンレスナイフで切断し，切断面から 1皿の厚さで各組

織 (Fig.1) を取り出し，生菌数を測定した結果をFig.2

に示した。

生菌数が最も多かったのは，皮相部 (AとE)であり，

次いで多かったのは師部 (BとD)で，最も少なかった

のは木部 (C)であった。各部位とも純水による洗浄に

よって生菌数はわずかに減少したが，電解水処理によっ

て明らかに減少した。

BとDは，同じ個体内の師部組織であるが， DよりBの

方が生菌数は多かった。これは，切断時に生菌数が多い
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Fig.2 Total viable bacterial counts (TVBC) on the cut 

surface of carrot after dipping in purified water 

(PW) or disinfection with electrolyzed acidic water 

(EAW) 

Cont.: no treatment， A-E: Same sections as in Fig. 1. 

Values are the means of three replicates and bars represent 

S.E 

Aに触れたナイフによって皮相部の微生物が切断面に塗

布されたためである。

生物個体の微生物密度が異なる組織から試料を取り出

す場合には，切断処理による微生物の移動を避けなけれ

ばならない。他の組織からの微生物の移動を最小限にす

るために，本報ではコルクボーラーで円柱の組織を取り

出し，各組織のディスク(切片1)を調製して以下の測

定を行った。

( 3 )殺菌効果ならびに貯蔵に伴う生菌数の変化

般的にはニンジンは洗浄してから貯蔵・流通するので，

純水による洗浄あるいは電解水で殺菌処理したニンジン

個体の貯蔵中の生菌数の変化をFig.3に示した。

処理直後では， 3部位共に殺菌処理 (0，ム，口)に

よって生菌数は減少し，生菌数が最も多い皮相部での減

少が最も顕著で、あった。

貯蔵に伴って 3部位の生菌数は増加したが，電解水で

処理した個体における増加が純水で

加より遅れた。

電解水で殺菌処理を行っても貯蔵に伴って生菌数が増

加したが，これは，電解水は残留性がないためである。

しかし，貯蔵前に生菌数を減少させることによって，貯

蔵中の生菌数の増加は，洗浄しただけのニンジンにおけ

る増加より遅れたことから，初発の微生物密度を低下さ

せることの重要性は明らかである。

2.殺菌処理がニンジン切片の生菌数ならびに二酸化炭

素排出量に及ぼす影響

カット野菜では，微生物密度のみが腐敗速度に影響を

及ぼすのではないが，野菜や果実は切断前でも内部に微

生物が存在しており 10)，切断することによって微生物が

増殖して腐敗に至るので，組織内部の微生物制御が重要

なことである。
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Fig. 3 Effects of dipping in purified water (PW) or 

disinfection with electrolyzed acidic water (EA W) on 

total viable bacterial counts (TVBC) in carrot and the 

changes in TVBC during storage at 20
0

C 

Cortical layer :・ PW，Q-EAW，Phloem:企 PW，ム-EAW，

Xylem:・-PW，口-EAW
Values are means of three replicates and bars represent S.E. 



( 1 )殺菌剤の浸漬処理が切片の生菌数に及ぼす影響

切片 Iを純水への浸漬あるいは電解水や次亜塩素酸ナト

リウム水溶液に浸漬することによる殺菌処理を施したが，

外観の変化は全く認められなかった。

殺菌処理した切片 Iの生菌数をFig.4に示した。

皮層部切片 (A)，師部切片 (B)，ならびに木部切片

(C)共に純水の浸漬によって生菌数はわずかに減少し

た。両殺菌処理によって生菌数は明らかに減少した

が， 3部位共に電解水による殺菌効果より，次亜塩素酸

ナトリウムによる殺菌効果が高かった。

泉勺ま，弱酸性電解水(有効塩素濃度50ppm) と次亜

塩素酸ナトリウム(同200ppm) で3分間殺菌処理を行

った場合には，カットホウレンソウあるいはニンジンス

ライスやジャガイモダイスに対する殺菌効果は同じであ

るが，キユウリスライスでは弱酸f性生電解水による殺菌処

理より次亜塩素酸ナトリウムの殺菌効果が高いと報告し

ており，小関ら1

が長い場合には，次亜塩素酸ナトリウムと同等の殺菌効

果を示すと報告している。本報においても次亜塩素酸ナ

トリウムによる殺菌効果が電解水より高かったが，次亜

塩素酸ナトリウムは残留しやすく，千切りキャベツ 17)で

は殺菌処理によってトリハロメタンを発生する等の問題

がある。

( 2 )殺菌剤の置換処理が切片の生菌数ならびに二酸化

炭素排出量に及ぼす影響 ミツバの葉身と純水との懸

濁液に電解水を添加すると懸濁液の微生物が死滅するこ

と凶や超音波振動との併用で電解水の殺菌効果が高まる

ことを報告14).15)しており，ニンジンにおいても電解水が

微生物と接触するように処理すれば殺菌効果が上がると

思われたので，電解水を組織内の気相と置換した場合の

生菌数と二酸化炭素排出量を測定した。

本報では，低濃度・短時間処理が可能であり，次亜塩

素酸ナトリウムより残留性が低い電解水を使用した。

1 )殺菌処理効果:処理した切片の生菌数をFig.5に

示した

師部切片 (A) ならびに木部切片 (B)共に純水を置

換 (PW-S) しでも生菌数はほとんど減少しなかったが，

電解水を置換 (EAW-S)することによって生菌数は減

少し，置換による殺菌効果が高まったのは師部切片より

木部切片で顕著であった。

組織が異なると置換による殺菌効果に差異が生じた理

由を明らかにするためにニンジンから切片Hを調製して

重量を調べ，結果をTable1に示した。

1 cnlの新鮮重が，師部組織は1.32gで，木部組織は1.12

gであったことや乾物重が0.26gとO.13gであったこと

から，木部組織は師部組織よりも水分含量が多く，組織

内の気相も多いことが明らかとなった。また，置換処理

中の切片からの気泡が，師部切片より木部切片で、多かっ

たことからも木部切片の気相が師部切片より多いことが

明らかである。この気相が電解水に置換されて，切片内
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Fig.4 E妊ectsof dipping in purified water (PW) or 

disinfection with electrolyzed acidic water (EA W) or 

sodium hypochlorite solution ( SHC) on total viable 

bacterial counts (TVBC) in sections of carrot 

Cont.: no treatment. 

A: Cortical layer. B: Phloem. C: Xylem. 

Values are means of three replicat巴sand bars represent S.E. 
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Fig.5 Effects of dipping in purified water (PW) or 

disinfection with electrolyzed acidic water (EA W) on 

total viable bacterial counts (TVBC) in sections of 

carrot 

B 

Treatment 

~. ~~込モコ 4込 Cコ守、手ザJ

A 

1 

Cont.: no treatment. 

A: Phloem. B: Xylem. 

S: Substitution of air in the intercellular space with PW or 

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

Weight of carrot sections (1 cm x 1 cm x 1 cm) Tablel 

1.155士0.025(100) 

0.126土0.005(10.9) 

Xylem 

Values (g) are means of 10 replicates :t S.E. (%) 

1. 315:t O. 025 (100) 

0.257:t O. 005 (19.5) 

Phloem 

Fresh weight 

Dry matter 
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で電解水が殺菌効果を示したために木部切片における殺

菌効果が高かったと考えている。

CONWAYら凶は，リンゴやジャガイモ個体にCa塩を取

り込ませると貯蔵中の硬度が維持され，微生物制御にも

効果があると報告し， IZUMIらはカットニンジン則とカ

ットズッキーニ却)をCa塩溶液に浸漬処理することによっ

て貯蔵中の硬さが保持され，微生物の繁殖を抑制すると

報告している。その理由として， Caイオンが細胞壁あ

るいは細胞膜を安定させて強固にし，硬さの保持と微生

物の進入に対する抵抗性を高めたと報告している。これ

らの報告はCaイオンによる間接的な殺菌効果であり，

本報の場合は，電解水の直接作用による殺菌効果である

と考えられる。

2 )二酸化炭素排出量:Caは，植物の細胞壁や中葉

の構成成分なので植物組織が取り込んで、も生理活性を高

める影響は少ないと思われるが，本報では，塩素を含む

電解水を細胞間隙に取り込ませたので，生理活性に影響

を及ぼす可能性が考えられた。

殺菌や置換処理を行った切片の二酸化炭素排出量を調

べて，結果をTable2に示した。

無処理の師部切片の二酸化炭素排出量が，木部切片よ

り多いのは，既報の結果凶と一致する。

純水処理で、は，浸i責のみであれば両切片共に二酸化炭

素排出量の増加はわずかであったが，置換処理によって

師部切片が35%の増加を示し，木部切片が48%の増加で

あった。

電解水処理では，浸漬することによって，師部切片で

は二酸化炭素排出量が15%の増加で，木部切片では22%

の増加で、あった。電解水の置換処理で、は，二酸化炭素排

出量が顕著に多くなり，師部切片では77%の増加を示し，

木部切片では92%の増加であった。

果実・野菜が，切断や衝撃等の物理的ストレス，化学

物質等の化学的ストレス，環境温度の変動によるストレ

ス，環境ガスの変化によるストレス等を受けると呼吸量

が増加することは，既知の事実である山

Table 2 Influence of dipping or substitution using 

purified water (PW ) or el巴ctrolyzed acidic water 

(EA W) on respiration rate (C02 production) of carrot 

sections at 20
0

C 

Phloem Xylem 

No treatment 44.1:!: 2. 2 (100) 36.9 :!: 1. 8 (100) 

Treatment 

Dip 

PW 45.3:!: 2.3 (103) 37.8:!: 3.1 (102) 

EAW 59.4土2.2(135) 54.5土2.9(148) 

Substitution 

PW 50.5:!: 3. 1 (115) 44.9:!: 1. 7 (122) 

EAW 78.2:!: 3. 0 (177) 71. O:!: 2. 2 (192) 

Values (皿19'kg-1・h-1
) are means of 3 replicates:tS.E. (%) 

殺菌処理として電解水に切片を浸漬すると二酸化炭素

排出量が増加し，殺菌効果を高めるための置換処理によ

って更に二酸化炭素排出量が増加したが，純水による置

換処理によっても二酸化炭素排出量が増加したことから，

二酸化炭素排出量の増加は細胞間隙の置換処理に対する

ストレス応答反応と考えられる。

二酸化炭素排出量が増加することは，切片の生理活性

が高まったためであり品質劣化につながるので，殺菌処

理後は生理活性を抑制するために低温管理等が必要であ

る。低温管理は生理活性を抑制するのみならず，組織内

の微生物の活動も抑制するので，相乗的な品質保持効果

が期待できる。

要約

本報では，ニンジン個体への電解水処理が各組織の微

生物分布に及ぼす影響と貯蔵中の変化を明らかにすると

共に切片を使用して効果的な殺菌方法を検討した。

電解水への浸漬処理でニンジンを殺菌すると，表層部

のみならず師部や木部の生菌数が減少した。貯蔵に伴っ

て各部位で生菌数が増加したが，殺菌処理したニンジン

における増加が遅れた。

表層部と師部ならびに木部から調製したニンジン切片

への殺菌効果は，純水<電解水<次亜塩素酸ナトリウム

であった。師部と木部の切片の細胞間隙の気相を電解水

で置換すると殺菌効果が高まり，木部切片における生菌

数の減少が顕著であった。置換処理は殺菌効果が高まっ

たが，二酸化炭素排出量も増加した。
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