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Abstract 
To clarify the cause of the disinfection of Escherichia coli (E. coli) cultured on an agar medium in a Petri 

dish by atmospheric-pressure argon (Ar) plasma jet irradiation, an electrically grounded metal mesh was 
inserted between the plasma jet and the E. coli to remove charged particles, such as Ar ions (Ar+) and electrons 
from the plasma jet.  Electric-current measurement confirmed that charged particles were removed from the 
plasma jet when the metal mesh was inserted.  Emission spectral analysis indicated that Ar +, nitrogen 
molecules (N2), and Ar atoms, all of which were excited, were contained in the plasma jet when no metal mesh 
was inserted.  In contrast, only excited Ar atoms were contained in the plasma jet between the metal mesh and 
the E. coli when the metal mesh was inserted.  E. coli cultured on the agar medium in a Petri dish was 
disinfected upon plasma jet irradiation for 1 s when the metal mesh was not inserted.  However, when the 
metal mesh was inserted, the E. coli was not disinfected despite being subjected to excited Ar atoms.  The 
above findings indicate that excited Ar atoms do not contribute to the disinfection of E. coli.  Therefore, 
charged particles, such as Ar+ and electrons, and neutral particles such as excited N2 molecules, and hydroxyl 
(OH) radicals may contribute to the disinfection of E. coli. 
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 はじめに
 

現在，医療用器具などの殺菌には，オートクレーブ等

を用いる高圧蒸気殺菌法，エチレンオキサイドガス等を

用いるガス殺菌法，ガンマ線・紫外線・電子線等を用い

る照射殺菌法などが用いられているが，それぞれ一長一

短がある ．これらの殺菌方法に替わる殺菌方法とし

て，プラズマを用いるプラズマ殺菌法が研究されている
～ ．近年，大気圧下でプラズマがジェット状に噴出す

るプラズマジェットを用いた殺菌の研究が注目されてい

る ～ ．

我々は，これまで大気圧アルゴン プラズマジェッ

ト を用いた大腸菌の殺菌に関する研究を行ってきた
～ ．プラズマジェット照射対象とした大腸菌は，グラ

ム陰性の桿菌で温血動物 鳥類，哺乳類 の消化管内，特

に大腸に生息している．大腸菌は全遺伝情報 ゲノム が

確定されているように最も解析が進んでいる細菌であり，

細菌の代表としてモデル生物の一つである．大腸菌は，

細胞壁と細胞膜，それらに囲まれた細胞質と核様構造か

ら構成される ．細胞壁は菌体の形を保持し，リポ多

糖・リン脂質・リポ蛋白からなる外膜層および糖鎖とペ

プチドの化合物からなるペプチドグリカン層から構成さ

れる二層構造である ．その下にリン脂質からなる細胞

膜が存在し，細胞膜は菌体の物質透過と輸送，代謝産物

の菌体外分泌などを行っている ．

以下に，我々がこれまでに得た知見をまとめる．

文献 と において，周波数 ，印加電圧 ，

ガス流量 分で発生させた プラズマジェットを寒

天培地上の大腸菌に照射すると， 秒間の照射で殺菌さ

れること，走査型電子顕微鏡 観察の結果から，殺菌

は細胞壁や細胞膜の破壊のためであること，その細胞壁

や細胞膜の破壊は，プラズマジェット中の イオンや

電子などの荷電粒子，あるいはプラズマジェット中の励

起状態の 原子やプラズマジェット中の荷電粒子と空

気との相互作用で生じた励起状態の窒素分子 などの

衝突によるものと考えられることを報告した ．文

献 において，大腸菌の殺菌はプラズマジェットからの

熱や光によるものではないこと，また寒天培地の変質に

よるものではないことを報告した ．さらに，文献
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Fig. 1  Schematic of the experimental set-up. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2  Metal mesh. 
 
 
において，寒天培地上に過酸化水素 が観測された

ことから，殺菌には水酸 ラジカルが寄与していると

考えられることを報告した ．文献 において，寒天

培地上の大腸菌は 秒間のプラズマジェット照射でも殺

菌されることを報告した ．これまでの研究結果から，

大腸菌の殺菌には， イオンや電子などの荷電粒子，励

起状態の や 原子， ラジカルなどの電荷を持たな

い中性粒子のいずれかあるいはそれらの幾つかが寄与し

ていると考えられる．

本論文では，これらの中で荷電粒子の大腸菌の殺菌へ

の寄与を明らかにすることを目的に，プラズマジェット

と大腸菌の間に接地した金属メッシュを挿入し，プラズ

マジェット中の荷電粒子を取り除くことを試みた．プラ

ズマ中の荷電粒子は金属メッシュでトラップされ，中性

粒子は金属メッシュを抜けて寒天培地上の大腸菌に達す

ることを期待した．金属メッシュの挿入によりプラズマ

ジェット中の荷電粒子が除去されたかを確認するため，

まず電流計を用いてプラズマジェットの電流測定とマル

チチャンネル分光器を用いてプラズマジェットの発光ス

ペクトル測定を行った．その後プラズマジェットを寒天

培地上の大腸菌へ照射し，金属メッシュ挿入による大腸

菌の殺菌の有無を確認した．最後にプラズマジェット照

射により殺菌された大腸菌の 像の観察を行った．

(a)                      (b) 
Fig. 3  Set-up of current measurement (a) without and (b) 

with metal mesh. 

 (a)                      (b) 
Fig. 4  Set-up of Ar plasma jet irradiation to E. coli seeded 

on an arar plate in a Petri dish (a) without and (b) 
with metal mesh. 

 実 験

に実験装置の概略図を示す．プラズマジェット

発生部分は，誘電体の石英管 長さ ，内径 ，外

径 に放電電極の銅管 内径 ，外径 を挿入

し，石英管の外側に接地電極の銅箔 厚さ ，幅

を巻いた構造である．交流高電圧を印加することで，

電極間の石英管内部に誘電体バリア放電を生成し，流入

した ガスをプラズマ化し，そのプラズマが大気中にジ

ェット状に噴出する． プラズマジェットは， 製高

電圧電源 を用いて周波数 ，印加電圧 ，

ガス流量 分で発生させた．

に用いた金属メッシュを示す．金属メッシュは

ニラコ製 である．各実験において，金属

メッシュは石英管の先端に配置し接地した．

に電流測定の様子を示す．電流の測定はステン

レス板 × × を電極とし， 製電流計

を用いて行った．電流計の「 」端子に接続したス

テンレス板を石英管先端の下 の位置に配置し，電流

計の「 」端子を接地した．

プラズマジェットの発光スペクトル測定には，

製マルチチャンネル分光器 を用いた．分

光器の受光部を，石英管先端の下 のプラズマジェッ

トの横に配置した．

実験に用いた大腸菌は， 株である． 個の大

腸菌を入れたリン酸緩衝生理食塩水 を，直径

のシャーレ内の厚さ約 の寒天培地上に塗布した．

はシャーレ内の寒天培地上の大腸菌へのプラズ 

大気圧プラズマジェット照射による大腸菌殺菌の原因の検討～プラズマジェット中への接地した金属メッシュの挿入～
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(a)                      (b) 
Fig. 5  Current measurement (a) without and (b) with metal 

mesh. 
 

        
(a)                   (b) 

Fig. 6  Ar plasma jets (a) without and (b) with metal mesh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7  Emission spectra of Ar plasma jet (a) without and (b) 

with metal mesh. 

マジェット照射の様子である．プラズマジェットを，シ

ャーレの中央付近に 秒間および 秒間照射した．照射

距離 石英管先端から大腸菌までの距離 は， で行っ

た．プラズマジェット照射後に，大腸菌はふ卵器内で

℃一定で１日間培養された．

プラズマジェット照射による大腸菌の形状変化を，

製 － を用いて観察した．

 
 結果および考察

電流測定の結果

に電流測定中の様子を示す．金属メッシュが無

い場合，プラズマジェットが電極のステンレス板に達し，

この時 の電流が計測された．この結果は，プラズ

マジェットから電流計に正電荷が流れたことを示してい

る．プラズマジェット中の正電荷は イオンであるの

で，この電流は イオンがステンレス板に達し，アー

ス側から電子が電流計をとおりステンレス板に達し生じ

たものと考えられる．一方，金属メッシュが有る場合，

プラズマジェットは金属メッシュで遮られステンレス板

には達していないように見えた．この時電流は検出感度

以下であった．この結果は，金属メッシュより下側には

荷電粒子が存在しないことを示している．これは，金属

メッシュによってプラズマジェット中の荷電粒子が除去

されたためと考えられる．

発光スペクトル測定の結果

に金属メッシュの有無によるプラズマジェット

の変化を示す．金属メッシュが無い場合，プラズマジェ

ットは石英管先端から大気中に約 伸長し，その直径

は最大約 であった．一方，金属メッシュが有る場合，

金属メッシュの下側ではプラズマジェットは視認できな

かった．これは，金属メッシュによって荷電粒子が遮ら

れたためである．

この時のプラズマジェットの発光スペクトル測定を行

った． にプラズマジェットの発光スペクトルを示

す．金属メッシュが無い場合，発光スペクトルには，波

長 ～ と波長 ～ に輝線スペクトル帯

が観測された． のピークは励起状態の イオン

からの発光である ．また波長 ～ の輝線スペ

クトル帯は， の励起準位 からの

発光である ．この窒素は大気由来のものと考えられる．

波長 ～ の輝線スペクトル帯は，励起 原子か

らの発光である ．これらの結果は，プラズマジェッ

ト中に イオンの他に励起状態の 原子が含まれ，プ

ラズマジェットの周囲には励起状態の が存在してい

ることを示している．一方，金属メッシュが有る場合，

励起状態の イオンや からの発光ピークはなく，波

長 ～ に励起状態の 原子からの発光ピークだ

けが観測された．この結果は，金属メッシュの下側では

励起状態の 原子だけが存在していることを示してい

る．励起状態の 原子の発光は，波長 以上の近

赤外域にあるので，目視できなかったと考えられる．  
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(a)                      (b) 
Fig. 5  Current measurement (a) without and (b) with metal 

mesh. 
 

        
(a)                   (b) 

Fig. 6  Ar plasma jets (a) without and (b) with metal mesh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7  Emission spectra of Ar plasma jet (a) without and (b) 

with metal mesh. 

マジェット照射の様子である．プラズマジェットを，シ

ャーレの中央付近に 1 秒間および 2 秒間照射した．照射

距離(石英管先端から大腸菌までの距離)は，1 cm で行っ

た．プラズマジェット照射後に，大腸菌はふ卵器内で

37 ℃一定で１日間培養された． 

プラズマジェット照射による大腸菌の形状変化を，

JEOL 製 SEM JSM－840A を用いて観察した． 

 
3. 結果および考察 

 

3.1 電流測定の結果 

Fig. 5 に電流測定中の様子を示す．金属メッシュが無

い場合，プラズマジェットが電極のステンレス板に達し，

この時 7.0 mA の電流が計測された．この結果は，プラズ

マジェットから電流計に正電荷が流れたことを示してい

る．プラズマジェット中の正電荷は Ar+イオンであるの

で，この電流は Ar+イオンがステンレス板に達し，アー

ス側から電子が電流計をとおりステンレス板に達し生じ

たものと考えられる．一方，金属メッシュが有る場合，

プラズマジェットは金属メッシュで遮られステンレス板

には達していないように見えた．この時電流は検出感度

以下であった．この結果は，金属メッシュより下側には

荷電粒子が存在しないことを示している．これは，金属

メッシュによってプラズマジェット中の荷電粒子が除去

されたためと考えられる． 

 

3.2 発光スペクトル測定の結果 

Fig. 6 に金属メッシュの有無によるプラズマジェット

の変化を示す．金属メッシュが無い場合，プラズマジェ

ットは石英管先端から大気中に約 3 cm 伸長し，その直径

は最大約6 mmであった．一方，金属メッシュが有る場合，

金属メッシュの下側ではプラズマジェットは視認できな

かった．これは，金属メッシュによって荷電粒子が遮ら

れたためである． 

この時のプラズマジェットの発光スペクトル測定を行

った．Fig. 7 にプラズマジェットの発光スペクトルを示

す．金属メッシュが無い場合，発光スペクトルには，波

長 300～400 nm と波長 700～950 nm に輝線スペクトル帯

が観測された．309 nm のピークは励起状態の Ar+イオン

からの発光である 19)．また波長 330～400 nm の輝線スペ

クトル帯は，N2の励起準位 2nd positive system からの

発光である 20)．この窒素は大気由来のものと考えられる．

波長 700～950 nm の輝線スペクトル帯は，励起 Ar 原子か

らの発光である 21～23)．これらの結果は，プラズマジェ

ット中に Ar+イオンの他に励起状態の Ar 原子が含まれ，

プラズマジェットの周囲には励起状態の N2 が存在して

いることを示している．一方，金属メッシュが有る場合，

励起状態の Ar+イオンや N2 からの発光ピークはなく，波

長 700～950 nm に励起状態の Ar原子からの発光ピークだ

けが観測された．この結果は，金属メッシュの下側では

励起状態の Ar 原子だけが存在していることを示してい

る．励起状態の Ar 原子の発光は，波長 700 nm 以上の近

赤外域にあるので，目視できなかったと考えられる． 
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Fig. 8  Ar plasma jet irradiation to E. coli seeded on an arar plate in a Petri dish. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No plasma irradiation                    1-s irradiation                       2-s irradiation 
(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-s irradiation                      2-s irradiation
(b) 

 
Fig. 9  Photographs of samples incubated for 1 day after Ar plasma jet irradiation (a) withou t and (b) with metal mesh. 

 
 

寒天培地上の大腸菌へのプラズマジェット照射

の結果

金属メッシュの有無による殺菌効果の比較を行った．  
にシャーレ内の寒天培地上の大腸菌へのプラズ

マジェット照射中の様子を示す．金属メッシュが無い場

合，プラズマジェットは寒天培地上に届き，その直径は

約 であった．

にプラズマジェット照射後１日間培養した試料

の写真を示す．プラズマジェット未照射の試料では，全

面に白い点々に見える大腸菌のコロニーが観測された．

金属メッシュが無い場合， 秒間照射と 秒間照射の両

試料において，プラズマジェットが照射された部分 シャ

ーレ中央付近 を除いて，大腸菌のコロニーが観測された．

プラズマジェットが照射された部分では，丸く抜けて大

腸菌のコロニーが観測されなかった．これらの結果は，

プラズマジェット照射により大腸菌が死滅し，コロニー

が形成されなかったことを示している．従って，寒天培

 

10 mm 10 mm 
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(a)                                          (b) 
Fig. 10  Scanning electron microscopy images of E. Coli (a) No plasma irradiation, (b) after Ar plasma jet irradiation. 

 
 
地上の大腸菌は， 秒間の プラズマジェット照射によ

り殺菌されることが確認された．柴原らは，周波数

印加電圧 の条件で発生させた プラズマジェッ

トをフィルタ上の大腸菌へ照射し， 秒間で の殺

菌率となったことを報告している ． 中の殺

菌部分の直径は，寒天培地上に噴出するプラズマジェッ

トの直径 約 とほぼ同じで，約 ～ であった．

一方，金属メッシュが有る場合， 秒間照射と 秒間照

射の両試料において，全面に大腸菌のコロニーが観測さ

れた．この結果から，金属メッシュが有る場合，大腸菌

は殺菌されないことがわかった．

この結果と発光スペクトル測定の結果から，金属メッ

シュが挿入された場合，大腸菌に励起状態の 原子は届

いてはいるが，励起状態の 原子では大腸菌は殺菌され

ないことがわかった．

観察の結果

に大腸菌の 像を示す． に示す

ように，大腸菌は長さ約 μ 直径約 μ の棒状の桿

菌である． に示すように，プラズマジェット

照射された大腸菌は，細胞壁や細胞膜が壊れ中身 細胞

質 が抜けてしぼんだように見える ．佐藤らは， プ

ラズマフロー照射を行った大腸菌から細胞質に含まれる

カリウムの漏出を見出し，その結果から細胞壁と細胞膜

が破壊されている可能性があることを報告している ．

これらのことより，プラズマジェット照射された大腸菌

の殺菌は，細胞壁や細胞膜の破壊のためであると考えら

れる．

大腸菌の細胞壁や細胞膜の破壊の考察

に示すように，プラズマジェットの発光ス

ペクトル中の励起状態の イオンからの発光ピーク波

長，励起状態の の最大発光強度のピーク波長，励起状

態の 原子の最大発光強度のピーク波長はそれぞれ、

， ， であるので，それぞれの持つエ

ネルギーは ， ，

である．大腸菌の細胞壁や細胞膜を構成する糖質・脂質・

蛋白質中の炭素 原子や酸素 原子の結合である ，

の結合エネルギーはそれぞれ， ，

である ．従って，励起状態の イオン

や の持つエネルギーはこれらの値より高いため，それ

らが大腸菌の細胞壁や細胞膜に衝突すると，そのエネル

ギーで 結合や 結合が切れ，細胞壁や細胞膜が破

壊されると考えられる．これに対して，励起状態の

原子の持つエネルギーは ， の結合エネルギーの値

より低いため，励起状態の 原子が大腸菌の細胞壁や細

胞膜に衝突しても 結合や 結合は切れず，細胞壁

や細胞膜は破壊されないと考えられる．

．結 論

大気圧 プラズマジェット照射による寒天培地上の

大腸菌の殺菌原因を明らかにするため，プラズマジェッ

トと大腸菌の間に接地した金属メッシュを挿入し，プラ

ズマジェット中の荷電粒子の除去を試みた．

プラズマジェットの電流測定の結果から，金属メッシ

ュが挿入された場合，金属メッシュの下側には荷電粒子

は存在しないことが確認された．

プラズマジェットの発光スペクトル測定の結果から，

金属メッシュが無い場合，プラズマジェット中に イ

オン， ， 原子のそれぞれの励起状態が存在すること

がわかった．一方，金属メッシュが挿入された場合，金

属メッシュと大腸菌の間に励起状態の 原子だけが存

在することがわかった．

寒天培地上の大腸菌は，金属メッシュが挿入されない

場合， 秒間のプラズマジェット照射で殺菌されるが，

金属メッシュが挿入された場合，殺菌されないことがわ

かった．従って，金属メッシュが挿入された場合，励起

状態の 原子は大腸菌に届いてはいるが，大腸菌は殺菌

されないことがわかった．

これらの結果から，励起状態の 原子は大腸菌の殺菌

には寄与していないことがわかった．従って，大腸菌の

殺菌原因として，まだ イオンや電子などの荷電粒子，

励起状態の や ラジカルなどの中性粒子の可能性が

残されている．また， ラジカルは寒天培地表面で生成

された可能性が高いが，その生成への荷電粒子の寄与も

まだ不明である．

今後の課題として，殺菌効率の向上および消費エネル

1 μm 1 μm 
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ギーやコスト低減のために，上記の何が大腸菌の殺菌に

寄与しているのかを解明することが必要であると考えら

れる．
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